
【DVD】あいうえお ※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
Aardman collection 2
（アードマンコレクション）

「タイトル･シークエンス」
「ピブとポグ」
「仮出所」
「ウォー･ストーリー」
「舞台恐怖症」
「ある受付嬢の告白」
「ダウン･アンド･アウト」
「バビロン」

54
1977
～1997

ニック･パーク 他 アメリカ M155

映画
Aardman collection 3
（アードマンコレクション）

「ポップ」
「退屈」
「審査場で」
「セールスお断り」
「栄光の日々」
「酔いをさまして」
「アーリー･バード」
「編集者のつぶやき」
「オーザット」

52
1983
～1998

ニック･パーク 他 アメリカ M156

OVA
R.O.D -READ OR DIE-　第1巻
（アールオーディーリードオアダイ）

「読子さん、事件ですよ。」
映像特典：キャラクター設定資料、背景美術資料、
オーディオ・コメンタリー

32
2001
～2002

舛成孝二 日本 O047

OVA
R.O.D -READ OR DIE-　第2巻
（アールオーディーリードオアダイ）

「読子さん、インドですよ。」
映像特典：キャラクター設定資料、背景美術資料、
オーディオ・コメンタリー

31
2001
～2002

舛成孝二 日本 O048

OVA
R.O.D -READ OR DIE-　第3巻
（アールオーディーリードオアダイ）

「読子さん、ピンチですよ。」
映像特典：キャラクター設定資料、背景美術資料、
オーディオ・コメンタリー

36
2001
～2002

舛成孝二 日本 O049

映画 アイアン・ジャイアント
本編
特典：削除されたシーン集、メイキング集 ほか

86+62 1999 ブラッド・バード アメリカ M258

TV アイシールド２１　第1巻

1st down「光速の脚をもつ男」
2nd down「アメフトやろうぜ!」
3rd down「フィールドをねじふせろ」
4th down「その手に掴むもの」

89 2005 西田正義 日本 T0459

TV アイシールド２１　第2巻

5th down「0.5秒のボディーガード」
6th down「炸裂!スピアタックル」
7th down「勝つための戦い」
8th down「あきらめない!」

89 2005 西田正義 日本 T0460

TV アイシールド２１　第3巻

9th down「キャッチの達人」
10th down「ヒーローの資格」
11th down「夕陽の誓い」
12th down「キャッチ!マックス!!」

89 2005 西田正義 日本 T0461

※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。 1/40
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TV アイシールド２１　第4巻

13th down「カメレオンの恐怖」
14th down「灼熱のHELL TOWER」
15th down「アイシールドを探せ!」
16th down「さよなら、栗田!?」

89 2005 西田正義 日本 T0462

TV 愛少女ポリアンナ物語　完結版 本編 90
1986(TV)／
2001(完結版)

楠葉宏三
（完全版･TV）

日本 T0967

OVA 青の６号　第1巻
「BLUES」
「PILOTS」

58 1998 前田真宏 日本 BO001 01

OVA 青の６号　第2巻
「HEARTS」
「MINASOKO」

69 1998 前田真宏 日本 BO001 02

TV 赤き血のイレブン　第1巻

第1話「このボールの下に集まれ！」
第2話「反逆のキック」
第3話「狼達の挑戦」
第4話「血戦」

100 1970 山田健 日本 BT025 01

TV 赤き血のイレブン　第2巻

第5話「嵐を呼ぶボール」
第6話「俺が、太陽だ！」
第7話「必殺のドロップキック」
第8話「落日の決戦」

100 1970 山田健 日本 BT025 02

TV 赤き血のイレブン　第3巻

第9話「俺のゴールはどっちだ」
第10話「ライバル美杉純登場」
第11話「涙のレフトバック」
第12話「俺がシュートする！」

100 1970 山田健 日本 BT025 03

TV 赤き血のイレブン　第4巻

第13話「ゴールへの特訓」
第14話「シュートをするな！」
第15話「ヒーローは誰れだ！」
第16話「禁じられたサブマリンシュート」

100 1970 山田健 日本 BT025 04

TV 赤き血のイレブン　第5巻

第17話「火を吐くロケットシュート」
第18話「燃える魔球」
第19話「傷ついたライバル」
第20話「大空へとぶサブマリン」

100 1970 山田健 日本 BT025 05

TV 赤き血のイレブン　第6巻

第21話「消えた美杉純」
第22話「よみがえるロケットシュート」
第23話「フォークシュート山形豪十郎」
第24話「見てろ！俺のサブマリン」

100 1970 山田健 日本 BT025 06

TV 赤毛のアン　完結版 本編 90 1979
楠葉宏三（完結
版）、
高畑勲（TV)

日本 T0907

TV あかねちゃん　傑作選

第1話「みそっかすがやってきた」
第2話「あかれとひでばろ」
第3話「すすめ！！みそっかす」
第23話「あかねのペナント」

101 1968 永樹凡人 他 日本 BT017 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。 2/40
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映画
AKIRA
（アキラ）

本編 124 1988 大友克洋 日本 M015

映画 アクエリオン　壱発逆転編
本編
特典：劇場版CM・トレーラー・ノンクレジット版ぼりしる
ED

35 2008 河森正治 日本 M191

TV アクエリオンEVOL　第1巻

第1&2話SP「終末を抱いた神話的禁じられた合体ス
ペシャル」
第1話「終末を抱いた神話」
第2話「禁じられた合体」

91+27 2012 河森正治 日本 T0955 01

TV アクエリオンEVOL　第2巻
第3話「トキメキ指数☆急上昇」
第4話「壁～conquer oneself～」
第5話「恋愛禁止令」

73+7 2012 河森正治 日本 T0956 01

TV アクエリオンEVOL　第3巻
第6話「生命のアジタート」
第7話「真夜中の少女」
第8話「さらけだせ」

73+22 2012 河森正治 日本 T0957 01

TV アクエリオンEVOL　第4巻
第9話「男と女のアナグラム」
第10話「隻眼の転校生」
第11話「野性の召命」

73＋5 2012 河森正治 日本 T0958 01

TV アクエリオンEVOL　第5巻
第12話「アクエリアの舞う空」
第13話「堕ちた巨人」
第14話「個の先」

73+3 2012 河森正治 日本 T0959 01

TV アクエリオンEVOL　第6巻
第15話「愛の獣たち」
第16話「魂の告白」
第17話「湧きあがれ、いのち」

73+3 2012 河森正治 日本 T0960 01

TV アクエリオンEVOL　第7巻
第18話「レア・イグラー」
第19話「はじめての再会」
第20話「MI・XY」

73 2012 河森正治 日本 T0961 01

TV アクエリオンEVOL　第8巻
第21話「接吻」
第22話「復活の翼」
第23話「神話センリツ」

73+7 2012 河森正治 日本 T0962 01

TV アクエリオンEVOL　第9巻
第24話「ephemera」
第25話「アダムの断片」
第26話「LOVE」[ディレクターズカットVer.]

79+29 2012 河森正治 日本 T0963 01

TV あしたのジョー　第1巻

第1話「あれが野獣の眼だ!」
第2話「四角いジャングルに生きろ」
第3話「けものよ牙をむけ!」
第4話「熱きこぶしに涙をながせ!」
第5話「あしたのために!-その1-」

125 1970 出崎統 日本 BT041 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。 3/40
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TV あしたのジョー　第2巻

第6話「燃えろ!左ジャブ!」
第7話「狼を裁くな!」
第8話「東光特等少年院」
第9話「奴の名は力石徹!」
第10話「赤い夕陽に吠えろ!」

125 1970 出崎統 日本 BT041 02

TV あしたのジョー　第3巻

第11話「地獄の底で燃えろ!」
第12話「燃える太陽に叫べ」
第13話「宿命のリングに立て」
第14話「KOゴングはまだか!」
第15話「白いマットの子守唄」

125 1970 出崎統 日本 BT041 03

TV あしたのジョー　第4巻

第16話「裏切りの落日」
第17話「嵐のなかに一人」
第18話「悲しきリングロープ」
第19話「恐怖のレバーブロー」
第20話「傷だらけの勝利」

125 1970 出崎統 日本 BT041 04

TV あしたのジョー　第5巻

第21話「栄光ある小さな勝負」
第22話「まぼろしの力石徹」
第23話「あばよ少年院」
第24話「帰えって来たドヤ街」
第25話「野良犬の掟」

125 1970 出崎統 日本 BT041 05

TV あしたのジョー　第6巻

第26話「絶望のライセンス」
第27話「明日に架ける橋」
第28話「栄光への賭け」
第29話「明日への挑戦」
第30話「試練のプロテスト」

125 1970 出崎統 日本 BT041 06

TV あしたのジョー　第7巻

第31話「翔たけプロボクサー」
第32話「輝くリングへの道」
第33話「初勝利バンザイ」
第34話「ボクサー志願」
第35話「ガンバレ!西」

125 1970 出崎統 日本 BT041 07

TV あしたのジョー　第8巻

第36話「牙をむくウルフ金串」
第37話「怒りの大特訓」
第38話「史上最大の六回戦」
第39話「勝利のトリプルクロス」
第40話「白銀に誓う」

125 1970 出崎統 日本 BT041 08

TV あしたのジョー　第9巻

第41話「力石徹の挑戦」
第42話「男の世界」
第43話「残酷な減量」
第44話「苦闘!力石徹」
第45話「打倒!力石へのスェイバック」

125 1971 出崎統 日本 BT041 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。 4/40
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TV あしたのジョー　第10巻

第46話「死を賭けた男」
第47話「嵐の前のふたり」
第48話「宿命の対決」
第49話「果しなき死闘」
第50話「闘いの終り」

125 1971 出崎統 日本 BT041 10

TV あしたのジョー　第11巻

第51話「燃えつきた命」
第52話「さらば力石徹」
第53話「憎いあんちくしょう」
第54話「悲しみの十点鐘」
第55話「さすらいのバラード」

125 1971 出崎統 日本 BT041 11

TV あしたのジョー　第12巻

第56話「よみがえる狼」
第57話「傷ついた野獣」
第58話「勝利のボディブロー」
第59話「しのびよる黒い影」
第60話「激闘のスパーリング」

125 1971 出崎統 日本 BT041 12

TV あしたのジョー　第13巻

第61話「投げられたタオル」
第62話「生きていた力石徹」
第63話「最後の挑戦」
第64話「カーロス登場」
第65話「リングある限り」

125 1971 出崎統 日本 BT041 13

TV あしたのジョー　第14巻

第66話「明日への旅立ち」
第67話「小さな冒険旅行」
第68話「仕組まれた八百長」
第69話「牧場の子守唄」
第70話「気になるあいつ」

125 1971 出崎統 日本 BT041 14

TV あしたのジョー　第15巻

第71話「無冠の帝王カーロス」
第72話「帰えれ、輝くリングへ」
第73話「よみがえるクロスカウンター」
第74話「今日からの出発」
第75話「リングの魔術師カーロス」

125 1971 出崎統 日本 BT041 15

TV あしたのジョー　第16巻

第76話「燃える挑戦状」
第77話「男の闘い」
第78話「死闘!!カーロス対矢吹丈」
第79話「燃えろ 遠く輝ける明日よ!!」
映像特典：パイロット・フィルム(青山編)、パイロット・
フィルム(力石編)、本放映版ラストシーン集、原画・修
正原画集

160 1971 出崎統 日本 BT041 16

TV アストロボーイ　鉄腕アトム　第1巻

Episode1「パワーアップ」
Episode2「ロボットボール」
Episode3「アトム宇宙へ行く」
Episode4「電光」

94 2003 小中和哉 日本 T0017

※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。 5/40
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TV アストロボーイ　鉄腕アトム　第2巻

Episode5「ロボット農場を救え！！」
Episode6「アトラス誕生」
Episode7「アトムVSアトラス」
Episode8「ロボット超特急」

94 2003 小中和哉 日本 T0018

TV アストロボーイ　鉄腕アトム　第3巻

Episode9「フランケン」
Episode10「金星ロボット襲来！」
Episode11「ロボットサーカスがやって来た！」
Episode12「よみがえったジャンボ」

94 2003 小中和哉 日本 T0019

TV アタックN0.1　第1巻

第1話「富士見学園の新星」
第2話「明日に賭ける」
第3話「新キャプテン誕生」
第4話「切り裂かれたボール」
第5話「鬼コーチへの挑戦」
第6話「進めアタックコンビ」

156
1969、
1970

黒川文男、
岡部英二

日本 BT012 01

TV アタックN0.1　第2巻

第7話「四天王との手合い」
第8話「秘球木の葉おとし」
第9話「破られた退部届」
第10話「忍び寄る陰謀」
第11話「涙に映る夕陽」
第12話「不気味な強敵」

156 1970
黒川文男、
岡部英二

日本 BT012 02

TV アタックN0.1　第3巻

第13話「作戦なき作戦」
第14話「捨て身の一球」
第15話「勝利のあとに」
第16話「おごれる英雄」
第17話「勝利と敗北の間」

130 1970
黒川文男、
岡部英二

日本 BT012 03

TV アタックN0.1　第4巻

第18話「シェレーニナに誓う」
第19話「よみがえったライバル」
第20話「許させざる特訓」
第21話「キャプテンの座」
第22話「絶望の中のファイト」
第23話「秘られたもの」

156 1970
黒川文男、
岡部英二

日本 BT012 04

TV アタックN0.1　第5巻

第24話「嵐を呼ぶ空中回転」
第25話「勝利者は誰」
第26話「気になる忠告」
第27話「11人のライバル」
第28話「光と影の執念」
第29話「情無用の特訓」

156 1970
黒川文男、
岡部英二

日本 BT012 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。 6/40
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TV アタックN0.1　第6巻

第30話「バレーの鬼」
第31話「右腕の秘密」
第32話「愛と憎しみのコート」
第33話「書かれざる特ダネ」
第34話「待ち望まれた微笑」
第35話「世界へはばたけ」

156 1970
黒川文男、
岡部英二

日本 BT012 06

TV アタックN0.1　第7巻

第36話「黒いつむじ風」
第37話「まぼろしの二段サーブ」
第38話「友情の(秘)作戦」
第39話「決勝!世界選手権」
第40話「栄光へのラリー」

130 1970
黒川文男、
岡部英二

日本 BT012 07

TV アタックN0.1　第8巻

第41話「燃えあがるスカウト合戦」
第42話「こずえの道 努力の道」
第43話「女王への挑戦」
第44話「強敵・スパイク・マシン」
第45話「マシンガン・アタック」
第46話「恐怖への招待状」

156 1970
黒川文男、
岡部英二

日本 BT012 08

TV アタックN0.1　第9巻

第47話「寺党院の三姉妹」
第48話「青春にダッシュ」
第49話「ダブル・アタックの秘密」
第50話「愛情の平手打ち」
第51話「富士に誓う」
第52話「非情の試合再開」

156 1970
黒川文男、
岡部英二

日本 BT012 09

TV アタックN0.1　第10巻

第53話「努の死」
第54話「よみがえらぬ奇蹟」
第55話「燃えろ！インターハイ」
第56話「生きていた幻」
第57話「裏切りのコート」

130
1970、
1970

黒川文男、
岡部英二

日本 BT012 10

TV アタックN0.1　第11巻

第58話「決定打消えるアタック」
第59話「不気味な稲妻攻撃」
第60話「車椅子の監督」
第61話「決勝・インターハイ」
第62話「親善試合・その前夜」

130 1971
黒川文男、
岡部英二

日本 BT012 11

TV アタックN0.1　第12巻

第63話「誤解のメンバーチェンジ」
第64話「燃えるライバル」
第65話「敵意を燃やす者」
第66話「真木村京子の正体」
第67話「鬼キャプテン・こずえ」
第68話「新トリオ誕生」

156 1971
黒川文男、
岡部英二

日本 BT012 12

※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。 7/40



【DVD】あいうえお ※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 アタックN0.1　第13巻

第69話「迫りくる黒い影」
第70話「こずえ出場停止」
第71話「身がわりセッター」
第72話「沖縄から来たアタッカー」
第73話「不敵な幽霊作戦」
第74話「謎のゼッケン四番」

156 1971
黒川文男、
岡部英二

日本 BT012 13

TV アタックN0.1　第14巻

第75話「うずまく人間煙幕」
第76話「担架へ送る手拍子」
第77話「機械バレーとの対決」
第78話「すばらしい勝利」
第79話「皮ジャンパーのマヤ」
第80話「苦い決意」

156 1971
黒川文男、
岡部英二

日本 BT012 14

TV アタックN0.1　第15巻

第81話「ワンセット一本勝負」
第82話「とばせマイティシックス」
第83話「口笛のあいつ」
第84話「その人はライバル」
第85話「魔の大ボールスパイク」
第86話「ひねり回転レシーブ」

156 1971
黒川文男、
岡部英二

日本 BT012 15

TV アタックN0.1　第16巻

第87話「幻のスパイク」
第88話「試練のインターハイ」
第89話「逃げる風船アタック」
第90話「決勝!13対7」
第91話「勝ちとった全日本」
第92話「燃える北海道合宿」

156 1971
黒川文男、
岡部英二

日本 BT012 16

TV アタックN0.1　第17巻

第93話「涙のゼッケン12番」
第94話「どうした鮎原!」
第95話「竜巻落し誕生」
第96話「開幕!世界選手権」
第97話「全日本絶体絶命」
第98話「決勝リーグ第一戦」

156 1971
黒川文男、
岡部英二

日本 BT012 17

TV アタックN0.1　第18巻

第99話「魔女誕生」
第100話「竜巻落しの危機」
第101話「くずれゆく日本チーム」
第102話「新魔球の手がかり」
第103話「宿敵ソ連との対決」
第104話「栄光のアタックNo.1」

156 1971
黒川文男、
岡部英二

日本 BT012 18

映画
APPLESEED
（アップルシード）

本編 105 2004 荒牧伸志 日本 M085

その他
APPLESEED
（アップルシード）
プロローグ　オブ　アップルシード

インタビュー、メイキング、予告 39 2004 徳田淳 日本 S016

※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。 8/40



【DVD】あいうえお ※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 穴 -The Ten Hole Stories-

ACT-1 鈴木伸一
ACT-2 島村達雄
ACT-3 古川タク
ACT-4 一色あづる
ACT-5 きらけいぞう
ACT-6 大井文雄
ACT-7 和田敏克
ACT-8 ひこねのりお
ACT-9 西村緋祿司
ACT-10 福島治

29 2009

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 A080

OVA アニメーション制作進行くろみちゃん
本編
映像特典：メイキング映像収録

40 2001 大地丙太郎 日本 O010

OVA アニメーション制作進行くろみちゃん2
本編
映像特典：麻生かほ里の“くろみちゃん”一日体験、
大地監督インタビュー、“くろみ２”番宣映像

65 2003 大地丙太郎 日本 O011

その他
「アニメーションワンダーランド」
夏休み工作アニメーション　by西荻まちメディア

16 2005 日本 S003

その他
「アニメーションワンダーランド Vol.2」
２コマアニメで４コママンガ　by西荻まちメディア

6 2005 日本 S005

その他
「アニメーションワンダーランド Vol.3」
はらっぱ・de・アニメ　by西荻まちメディア

6 2005 日本 S007

その他
「アニメーションワンダーランド Vol.4」
Xmasアニメーションパーティ　by西荻まちメディ

6 2005 日本 S010

その他 アニメミライ

「しらんぷり」
「ぷかぷかジュジュ」
「ＢＵＴＡ」
「わすれなぐも」

123 2011

宮下新平、
川又浩、
友永和秀、
海谷敏久

日本 S075

その他 アニメミライ2013

「龍-RYO-」
「アルヴ・レズル」
「デス・ビリヤード」
「リトルウィッチアカデミア」

104 2013

千明孝一、
吉原達矢、
立川譲、
吉成曜

日本 S078

その他 アニメミライ2014

「パロルのみらい島」
「大きい1年生と小さな2年生」
「黒の栖―クロノス―」
「アルモニ」

104 2014

今井一暁、
渡辺歩、
恩田尚之、
吉浦康裕

日本 S085

映画
AFRO SAMURAI
（アフロサムライ）

本編
特典：メイキング・オブ『AFRO SAMURAI』、ミュージッ
ク・オブ『AFRO SAMURAI』-RAZ、Samuel L.Jackson
インタビュー、TV-SPOTS

112+20 2006 木崎文智 日本 M211

映画
AFRO SAMURAI RESURRECTION
（アフロサムライレザレクション）

本編
特典:East Meets West、Comic Con、Enter the RAZ、
Trailer

100+41 2009 木崎文智 日本 M237

※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。 9/40



【DVD】あいうえお ※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 あらいぐまラスカル　第1巻

第1話「黒いマスクの可愛いやつ」
第2話「ぼくの新しい友達」
第3話「友情」
第4話「ミルウォーキーのお月さま」

103 1977
遠藤政治、
斉藤博

日本 T0851

TV あらいぐまラスカル　第2巻

第5話「オスカーへの贈り物」
第6話「さようならスカンクたち」
第7話「馬と自動車はどちらが速いか」
第8話「蛙とボクシング」

103 1977
遠藤政治、
腰繁男

日本 T0852

TV あらいぐまラスカル　第3巻

第9話「お母さんの帰宅」
第10話「はじめての探検」
第11話「消えた角砂糖」
第12話「本と1セント銅貨」

103 1977
遠藤政治、
腰繁男

日本 T0853

TV あらいぐまラスカル　第4巻

第13話「夏休みの第一日」
第14話「母のない子」
第15話「アリスと友達になれたらなあ」
第16話「楽しいパーティの夜」

103 1977
遠藤政治、
斉藤博、
腰繁男

日本 T0854

TV あらいぐまラスカル　第5巻

第17話「ラスカルの冒険」
第18話「森で会った不思議な青年」
第19話「ラスカルとトウモロコシ」
第20話「スターリングの悲しみ」

103 1977
遠藤政治、
斉藤博、
腰繁男

日本 T0855

TV あらいぐまラスカル　第6巻

第21話「あぶないラスカル」
第22話「森と湖と動物たち」
第23話「カールの災難」
第24話「走れ走れぼくらのカヌー」

103 1977
遠藤政治、
斉藤博、
腰繁男

日本 T0856

TV あらいぐまラスカル　第7巻

第25話「森で見つけた仔鹿」
第26話「森と湖の夏まつり」
第27話「首わと皮ひも」
第28話「檻の中」

103 1977
遠藤政治、
斉藤博、
腰繁男

日本 T0857

TV あらいぐまラスカル　第8巻

第29話「星空をとぼう」
第30話「ケチケチするな」
第31話「花火のあがる日」
第32話「わたり鳥の帰るころ」

103 1977
遠藤政治、
斉藤博、
腰繁男

日本 T0858

TV あらいぐまラスカル　第9巻

第33話「ドニイブルックの勝利」
第34話「いじわるな手紙」
第35話「カールとフローラ」
第36話「待っていた老人」

103 1977
遠藤政治、
斉藤博、
腰繁男

日本 T0859

TV あらいぐまラスカル　第10巻

第37話「朝の乳しぼり」
第38話「素敵なおもいで」
第39話「忘れられた誕生日」
第40話「初雪の夜」

103 1977
遠藤政治、
斉藤博、
腰繁男

日本 T0860

※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。 10/40



【DVD】あいうえお ※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 あらいぐまラスカル　第11巻

第41話「めずらしい患者」
第42話「もうすぐクリスマス」
第43話「すばらしい贈り物」
第44話「氷の上の戦い」

103 1977
遠藤政治、
斉藤博、
腰繁男

日本 T0861

TV あらいぐまラスカル　第12巻

第45話「お母さんの平手うち」
第46話「お父さんのさびしい顔」
第47話「立ちあがった仔牛」
第48話「じゃじゃ馬ならし」

103 1977
遠藤政治、
斉藤博、
腰繁男

日本 T0862

TV あらいぐまラスカル　第13巻

第49話「雪の家」
第50話「カヌーの進水式」
第51話「残された一週間」
第52話「別れと出発の時」
映像特典

105 1977
遠藤政治、
斉藤博、
腰繁男

日本 T0863

TV あらいぐまラスカル　完全版 本編 90 1977
遠藤政治
斉藤博
腰繁男

日本 T0913

映画 あらしのよるに
本編
特典：予告篇集

107+a 2005 杉井ギサブロー 日本 M129

映画 アリーテ姫 本編 105 2001 片渕須直 日本 M103

アート 或る旅人の日記

第1話「光の都」
第2話「真夜中の珈琲屋」
第3話「小さな街の映画会」
第4話「月夜の旅人」
第5話「憂鬱な雨」
第6話「花と女」
新作「赤い実」
特典：「光ノトキ」ミュージッククリップ、MY LITTLE
LOVER「FANTASY」他

23+24
2001
～2004

加藤久仁生 日本 A015

TV アルプスの少女ハイジ　第1巻

第1話「アルムの山へ」
第2話「おじいさんの山小屋」
第3話「牧場で」
第4話「もう一人の家族」

103 1974 高畑勲 日本 T0020

TV アルプスの少女ハイジ　第2巻

第5話「燃えた手紙」
第6話「ひびけ口笛」
第7話「樅の木の音」
第8話「ピッチーよどこへ」

103 1974 高畑勲 日本 T0021

TV アルプスの少女ハイジ　第3巻

第9話「白銀のアルム」
第10話「おばあさんの家へ」
第11話「吹雪の日に」
第12話「春の音」

103 1974 高畑勲 日本 T0022

※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。 11/40



【DVD】あいうえお ※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 アルプスの少女ハイジ　第4巻

第13話「再び牧場(まきば)へ」
第14話「悲しいしらせ」
第15話「ユキちゃん」
第16話「デルフリ村」

103 1974 高畑勲 日本 T0023

TV アルプスの少女ハイジ　第5巻

第17話「二人のお客さま」
第18話「離ればなれに」
第19話「フランクフルトへ」
第20話「新らしい生活」

103 1974 高畑勲 日本 T0024

TV アルプスの少女ハイジ　第6巻

第21話「自由に飛びたい」
第22話「遠いアルム」
第23話「大騒動」
第24話「捨てられたミーちゃん」

103 1974 高畑勲 日本 T0025

TV アルプスの少女ハイジ　第7巻

第25話「白パン」
第26話「ゼーゼマンさんのお帰り」
第27話「おばあさま」
第28話「森へ行こう」

103 1974 高畑勲 日本 T0026

TV アルプスの少女ハイジ　第8巻

第29話「ふたつのこころ」
第30話「お陽さまをつかまえたい」
第31話「さようならおばあさま」
第32話「あらしの夜」

103 1974 高畑勲 日本 T0027

TV アルプスの少女ハイジ　第9巻

第33話「ゆうれい騒動」
第34話「なつかしの山へ」
第35話「アルムの星空」
第36話「そして牧場へ」

103 1974 高畑勲 日本 T0028

TV アルプスの少女ハイジ　第10巻

第37話「山羊のあかちゃん」
第38話「新しい家で」
第39話「がんばれペーター」
第40話「アルムへ行きたい」

103 1974 高畑勲 日本 T0029

TV アルプスの少女ハイジ　第11巻

第41話「お医者さまの約束」
第42話「クララとの再会」
第43話「クララの願い」
第44話「小さな計画」

103 1974 高畑勲 日本 T0030

TV アルプスの少女ハイジ　第12巻

第45話「山の子たち」
第46話「クララのしあわせ」
第47話「こんにちわおばあさま」
第48話「小さな希望」

103 1974 高畑勲 日本 T0031

TV アルプスの少女ハイジ　第13巻

第49話「ひとつの誓い」
第50話「立ってごらん」
第51話「クララが歩いた」
第52話「また会う日まで」

103 1974 高畑勲 日本 T0032

TV アルプスの少女ハイジ　長編アニメーション映画 本編 107 1979 高畑勲 日本 T0003

※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。 12/40



【DVD】あいうえお ※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 アレクサンドル･アレクセイエフ作品集

1「禿山の一夜」
2「道すがら」
3「鼻」
4「展覧会の絵」
5「三つの主題」

映像特典
1 コマーシャル映画
2 習作「振り子の習作」
3 習作「イリュージョナリー･ソリッドの研究」
4 ドキュメンタリー「ドクトル･ジバゴのための挿絵」
5 ドキュメンタリー「ピンスクリーン」
6 ドキュメンタリー「三つの主題メイキング」
7 作品解説
8 フィルモグラフィー/プロフィール/静止画ギャラリー

38+89
1939
～1980

アレクサンドル･
アレクセイエフ

フランス A062

映画 安寿と厨子王丸
本編
特典：アートギャラリー

83 1960 藪下泰司 日本 M091

TV あんみつ姫　第1巻

第1話「プリンセスは誕生日がお好き」
第2話「ご先祖様のステキな贈り物」
第3話「天才科学者源内さん登場!」
第4話「初めまして！私の城下町!!」

96 1986 案納正美 日本 BT038 01

TV あんみつ姫　第2巻

第5話「オートマからくり神社」
第6話「黄門様がやって来た!!」
第7話「謎の必殺中国拳法、来々拳!!」
第8話「せんべいさん、涙の大ズモウ」

96 1986 案納正美 日本 BT038 02

TV あんみつ姫　第3巻

第9話「謎の忍者軍団、こんぺい党」
第10話「恐怖の雪山スキー!!」
第11話「源内さんのアッパレ一日殿様」
第12話「屋根裏のメリークリスマス！」

96 1986 案納正美 日本 BT038 03

TV あんみつ姫　第4巻

第13話「あの素晴らしい愛をもう一度！」
第14話「初春の大空に舞うケンカ凧!!」
第15話「天才爆発浮世絵師、写楽の謎」
第16話「暗黒港、姫様対ギャング！」

96
1986
～1987

案納正美 日本 BT038 04

TV あんみつ姫　第5巻

第17話「姫様家出！あんみつ一人旅！」
第18話「モーレツ姫様ダメ鬼猛特訓！」
第19話「発覚！家老のスキャンダル！」
第20話「初恋は波止場の夜霧とともに」

96 1987 案納正美 日本 BT038 05

TV あんみつ姫　第6巻

第21話「走れ！名馬のアマカラシンボリ」
第22話「ゲゲゲのあんみつ妖怪ひな祭」
第23話「バイトはつらいよ姫様奮闘篇」
第24話「謎のあまから城連続盗難事件」

96 1987 案納正美 日本 BT038 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。 13/40



【DVD】あいうえお ※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 あんみつ姫　第7巻
第25話「スーパーあんみつブラザーズⅡ」
第26話「姫様結婚!?お見合い地獄篇!!」
第27話「ギョッ！姫様アメリカ留学!?」

72 1987 案納正美 日本 BT038 07

TV あんみつ姫　第8巻

第28話「怪獣アッシー悲しみの逆襲！」
第29話「甘えん坊将軍　あんみつ評判記」
第30話「猛火!?あまから城が燃える日」
第31話「楽しい楽しい宇宙大戦争!!」

96 1987 案納正美 日本 BT039 01

TV あんみつ姫　第9巻

第32話｢大出世!!甘栗の助の殿様物語｣
第33話｢暴走!!甘辛カーグランプリ!!｣
第34話｢ミクロの姫様ミニミニ大戦争｣
第35話｢西部のあんみつ荒野の大決闘｣

96 1987 案納正美 日本 BT039 02

TV あんみつ姫　第10巻

第36話｢ドラキュラの夢は夜ひらく!?｣
第37話｢霧のロンドンあんみつ名探偵｣
第38話｢ドラゴンあんみつ珍々西遊記｣
第39話｢カリブ海！海賊退治大作戦!!｣

96 1987 案納正美 日本 BT039 03

TV あんみつ姫　第11巻

第40話｢銀河のロマンス、星に願いを｣
第41話｢夢工場!!姫様はコンパニオン｣
第42話｢涙の乙姫！思い出の渚!!｣
第43話｢ゲゲゲのあんみつ亡霊夏祭り｣

96 1987 案納正美 日本 BT039 04

TV あんみつ姫　第12巻

第44話｢夏にご用心！友情の軽井沢｣
第45話｢悲しきカッパ姫様怒りの逆襲｣
第46話｢宇宙の姫様ロケット大作戦!!｣
第47話｢大逆転！種介涙の結婚物語!!｣

96 1987 案納正美 日本 BT039 05

TV あんみつ姫　第13巻

第48話｢ゲゲゲのあんみつ死霊館の謎｣
第49話｢蛇屋敷！謎の美少女を救え!!｣
第50話｢激動！甘辛城内大戦争!!｣
第51話｢幸せに！花嫁はあんみつ姫｣
特典映像:ノンクレジットオープニング.ノンクレジットエ
ンディング

99 1987 案納正美 日本 BT039 06

映画 イヴの時間 本編 106 2010 吉浦康裕 日本 M219

アート イジィ・トルンカ作品集　第1巻
1「チェコの四季」
2「おじいさんの砂糖大根」

94
1947、
1945

イジィ･トルンカ チェコ A067

アート イジィ・トルンカ作品集　第2巻
1「チェコの古代伝説」
2｢動物たちと山賊」

92
1946、
1952

イジィ･トルンカ チェコ A029

アート イジィ・トルンカ作品集　第3巻
1「バヤヤ」
2「金の魚」

93
1950、
1951

イジィ･トルンカ チェコ A060

アート イジィ・トルンカ作品集　第4巻
1「皇帝の鶯」
2「贈り物」

89
1946、
1948

イジィ･トルンカ チェコ A061

アート イジィ・トルンカ作品集　第5巻
1「真夏の夜の夢」
2｢おじいさんの物々交換」
3｢クテャーセクとクティルカ」

102
1954、
1959

イジィ･トルンカ チェコ A030

※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。 14/40



【DVD】あいうえお ※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 イジー・トルンカの世界　第1巻

「善良な兵士シュヴェイク１／コニャックの巻」
「善良な兵士シュヴェイク２／列車騒動の巻」
「善良な兵士シュヴェイク３／堂々めぐりの巻」
「手」

95
1954
～1965

イジー・トルンカ チェコ A026

アート イジー・トルンカの世界　第2巻

「悪魔の水車小屋」
「二つの霜」
「電子頭脳おばあさん」
「天使ガブリエルと鵞鳥夫人」

95
1949
～1964

イジー・トルンカ チェコ A027

アート イジー・トルンカの世界　第3巻

「バネ男とSS」
「コントラバス物語」
「草原の歌」
「楽しいサーカス」
「フルヴィーネクのサーカス」
「情熱」

95
1946
～1961

イジー・トルンカ チェコ A028

TV 石ノ森章太郎生誕70周年　第10巻

『レインボー戦隊ロビン』
『海賊王子』
『サイボーグ009』
『佐武と市捕物控』(アニメ版)
『さるとびエッちゃん』
※いずれも第1話収録

125
1966
～1971

日本 BT086 10

TV 石ノ森章太郎生誕70周年　第11巻

『原始少年リュウ』
『氷河戦士ガイスラッガー』
『サイボーグ009』
『大恐竜時代』
※いずれも第1話収録

146
1971
～1979

日本 BT086 11

その他 板橋克己の世界～ひとつのメカが出来るまで～ 本編 16 2010 板橋克己：監修 日本 S058

TV 犬とハサミは使いよう　第1巻
第壱話「犬も歩けば棒に当たる」
第弐話「犬は熱いうちに打て」

47 2013 高橋幸雄 日本 T0911

映画
INNOCENCE
（イノセンス）

本編 99 2004 押井守 日本 M127 01

その他 イノセンスの情景 Animated Clips

壱 新生 Incubation 傀儡謡 怨恨みて散る
弐 都雅 River of Crystals
参 奈落 Abyss ATTACK THE WAKABAYASHI
四 渾淆 Confusion 傀儡謡 新生に神集ひて
五 安息 THE DOLL HOUSE I
六 鳴動 Rumble 傀儡謡 陽炎は黄泉に待たむと
七 愁嘆 Pathos Follow Me

36 2004 押井守 日本 S057

映画 イリュージョニスト
本編
特典：スタッフ・インタビュー、制作風景、予告編集

80+a 2010 シルヴァン・ショメ
イギリス、
フランス

M259

※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。 15/40



【DVD】あいうえお ※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
ヴァーツラフ･ベドジフ
『アマールカ』シリーズ

「森番をやっつけた日」
「子羊を助けた日」
「魔法の石を見つけた日」
「小川を作った日」
「冬を迎えた日」
「はりねずみを助けた日」
「どんぐりぼうやと遊んだ日」
「大男にプロポーズされた日」
「鳥になった日」
「大男の病気を治した日」
「王様になった日」
「カッパが怒った日」
「ザリガニに助けられた日」

91 1973 ヴァーツラフ･ベドジフ チェコ A066

TV
VANDREAD　第1巻
（ヴァンドレッド）

第1話「ボーイ・ミーツ・ガール」
第2話「そして僕は途方にくれる」
第3話「これが私の生きる道」
第4話「もっとあなたを知りたくて」

92 2000 もりたけし 日本 BT100 01

TV
VANDREAD　第2巻
（ヴァンドレッド）

第5話「甘いワナ」
第6話「What a Wonderful World」
第7話「Easy Life」
第8話「無理だ!」

92 2000 もりたけし 日本 BT100 02

TV
VANDREAD　第3巻
（ヴァンドレッド）

第9話「天国より野蛮」
第10話「White Love」
第11話「一緒に…」
第12話「THEY DON'T CARE ABOUT US」
第13話「To Feel The Fire」

115 2000 もりたけし 日本 BT100 03

TV
VANDREAD　第4巻
（ヴァンドレッド）

胎動篇 75 2001 もりたけし 日本 BT100 04

TV
VANDREAD the second stage　第1巻
（ヴァンドレッドザセカンドステージ）

第1話「Red Angel」
第2話「Be My Baby」
第3話「花咲く旅路」
第4話「Everything」

92 2001 もりたけし 日本 BT100 05

TV
VANDREAD the second stage　第2巻
（ヴァンドレッドザセカンドステージ）

第5話「Somedays」
第6話「オリジナル スマイル」
第7話「頬にキスして」
第8話「reality」

92 2001 もりたけし 日本 BT100 06

TV
VANDREAD the second stage　第3巻
（ヴァンドレッドザセカンドステージ）

第9話「全部抱きしめて」
第10話「Easy Come, Easy Go」
第11話「楽園」
第12話「himegoto」
第13話「TRUST」

115 2001 もりたけし 日本 BT100 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。 16/40



【DVD】あいうえお ※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
VANDREAD the second stage　第4巻
（ヴァンドレッドザセカンドステージ）

激闘篇 87 2002 もりたけし 日本 BT100 08

TV ウィッチブレイド　第1巻
第一話「始」
第二話「惑」

47 2006 大橋誉志光 日本 T0776

TV ウィッチブレイド　第2巻
第三話「抗」
第四話「動」

48 2006 大橋誉志光 日本 T0777

TV ウィッチブレイド　第3巻
第五話「探」
第六話「変」

48 2006 大橋誉志光 日本 T0778

TV ウィッチブレイド　第4巻

第10話「交」
第11話「危」
第12話「囚」
映像特典：
キャストインタビュー 鷹山澪士役:小山力也

83 2006 大橋誉志光 日本 T0975

TV ウィッチブレイド　第5巻

第13話「別」
第14話「家」
第15話「絆」
映像特典：
キャストインタビュー 蘇峰玲奈役:園崎未恵、ノンクレ
ジット後期オープニング、ノンクレジット後期エンディン
グ

87 2006 大橋誉志光 日本 T0976

TV ウィッチブレイド　第6巻

第16話「憩」
第17話「錯」
第18話「転」
映像特典：
キャストインタビュー 瀬川弘樹役:鈴村健一

85 2006 大橋誉志光 日本 T0977

TV ウィッチブレイド　第7巻

第19話「思」
第20話「願」
第21話「誓」
映像特典：
キャストインタビュー 古水達興役:小川真司

84 2006 大橋誉志光 日本 T0978

TV ウィッチブレイド　第8巻

第22話「告」
第23話「乱」
第24話「光」
映像特典：
キャストインタビュー 古水達興役:小川真司、DVD
CM集

87 2006 大橋誉志光 日本 T0979

映画
Wake Up,Girls! 七人のアイドル
（ウェイクアップガールズ）

本編 51 2014 山本寛 日本 M278

TV うえきの法則　第1巻
#1「植木耕助･正義の法則」
#2「バトル開始!!の法則」
#3「才の法則」

71 2005 わたなべひろし 日本 T0586 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。 17/40



【DVD】あいうえお ※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 うえきの法則　第2巻
#4「体術の男 李崩の法則」
#5「最強能力者ロベルト･ハイドンの法則」
#6「さらばの法則」

71 2005 わたなべひろし 日本 T0587 01

TV うえきの法則　第4巻
#10「むくわれぬ正義の法則」
#11「『ロベルト十団』の法則」
#12「天界人の法則」

71 2005 わたなべひろし 日本 T0588

その他
上田トシコ先生の思い出
上田トシコ先生追悼展トークイベント

2008年8月31日におこなわれたトークイベントの記録 95 2008 日本 SAM033

映画 ウォレスとグルミット　野菜畑で大ピンチ！ 本編、特典 85+a 2005

ニック･パーク、
スティーヴ･ボッ
クス

アメリカ M150

アート うずらちゃんのかくれんぼ
おはなし｢うずらちゃんのかくれんぼ｣
うた｢うずらちゃん｣

14 2006 日本 A034

TV うちの３姉妹　第1巻

第1話「長女フーおっぺけぺー」「次女スー3歳リベロ」
「まんま～な三女」
第2話「長女の悲劇」「次女の生意気ざかり」「三女の
放置プレイ」

55 2008 東堂いづみ 日本 T0886

TV 宇宙エース　第1巻

第1話「エース誕生」
第2話「復讐ロボット」
第3話「地球追放」
第4話「蟻人王国」
第5話「勇者の復活」
第6話「マグネ太陽（前編）」

150 1965 笹川浩 日本 BT004 01

TV 宇宙エース　第2巻

第7話「マグネ太陽（後編）」
第8話「光る湖城」
第9話「原始巨人現る」
第10話「宇宙海賊」
第11話「宇宙のピエロ」

125 1965 笹川浩 日本 BT004 02

TV 宇宙エース　第3巻

第12話「宇宙の花」
第13話「見えない怪星」
第14話「人魚の唄」
第15話「にせ者エース」
第16話「斗争好きの宇宙人」

125 1965 笹川浩 日本 BT004 03

TV 宇宙エース　第4巻

第17話「プラチナ光線」
第18話「四次元の抜け穴」
第19話「魚人境」
第20話「冬眠人間」
第21話「摩天楼少年」

125 1965 笹川浩 日本 BT004 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。 18/40



【DVD】あいうえお ※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 宇宙エース　第5巻

第22話「怪獣ギラー」
第23話「ギャラクターの挑戦」
第24話「月世界の対決」
第25話「シーホース号発進」
第26話「X13号ステーション」

125+15 1965 笹川浩 日本 BT004 05

TV 宇宙エース　第6巻

第27話「なぐりこみエース」
第28話「銀河系大会議」
第29話「78番星作戦」
第30話「まぼろしの潜入者」
第31話「エコー・ロボット」

125 1965 笹川浩 日本 BT005 01

TV 宇宙エース　第7巻

第32話「宇宙最大の悪魔（前篇）」
第33話「宇宙最大の悪魔（後篇）」
第34話「まぼろしの地球」
第35話「わんぱく革命」
第36話「太陽一周レース（前篇）」

125
1965
～1966

笹川ひろし 日本 BT005 02

TV 宇宙エース　第8巻

第37話「太陽一周レース（後篇）」
第38話「狂った総統」
第39話「宇宙幽霊船」
第40話「火星Ｓ･Ｏ･Ｓ」
第41話「タイムマシン作戦」

125 1966 笹川ひろし 日本 BT005 03

TV 宇宙エース　第9巻

第42話「指令・R-001号」
第43話「地球危機一髪」
第44話「失われた99時間」
第45話「応答せよ、第３惑星」
第46話「ギャラクターの逆襲」

125 1966 笹川ひろし 日本 BT005 04

TV 宇宙エース　第10巻

第47話「土星脱走計画」
第48話「宇宙の密使」
第49話「テレキネシス星人」
第50話「魔の宇宙要塞」
第51話「サイボーグ艦隊」
第52話「大宇宙戦」（最終回）

150 1966 笹川ひろし 日本 BT005 05

TV 宇宙海賊キャプテンハーロック　第1巻

第1話「宇宙にはためく海賊旗」
第2話「未知からのメッセージ」
第3話「紙のように燃える女」
第4話「自由の旗の下に!」
第5話「はるかなる星の涯に…」
第6話「幻のマゾーン」

146 1978 りんたろう 日本 BT023 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。 19/40



【DVD】あいうえお ※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 宇宙海賊キャプテンハーロック　第2巻

第7話「海底のピラミッド」
第8話「女王の宇宙艦隊」
第9話「戦慄の植物生命体」
第10話「謎の惑星に迫れ!」
第11話「ローラが金色に輝く時」
第12話「母よ永遠なれ」

146 1978 りんたろう 日本 BT023 02

TV 宇宙海賊キャプテンハーロック　第3巻

第13話「死の海の魔城」
第14話「スフィンクスの墓標」
第15話「悲恋！北極オーロラ」
第16話「螢・わかれうた」
第17話「白骨の勇者」
第18話「魔の幻影戦士（シャドウソルジャー）」

146 1978 りんたろう 日本 BT023 03

TV 宇宙海賊キャプテンハーロック　第4巻

第19話「女王ラフレシアの罠」
第20話「死滅のジュラ星」
第21話「ゴーラム！悲劇の戦士」
第22話「ヤッタラン．プラモ狂の唄」
第23話「宇宙の墓場デスシャドウ」
第24話「純愛流れ星」

146 1978 りんたろう 日本 BT023 04

TV 宇宙海賊キャプテンハーロック　第5巻

第25話「ドクターゼロとミー」
第26話「はるかなる長い旅」
第27話「アルカディア号の意志」
第28話「ユリシーズの星雲」
第29話「虹の星の死闘」
第30話「わが友わが青春」

146 1978 りんたろう 日本 BT023 05

TV 宇宙海賊キャプテンハーロック　第6巻

第31話「アルカディア号建造秘話」
第32話「星笛が呼ぶ」
第33話「たった一人の突撃！」
第34話「銀河子守唄」
第35話「美しき謎の女」
第36話「決戦前夜」

146 1978 りんたろう 日本 BT023 06

TV 宇宙海賊キャプテンハーロック　第7巻

第37話「赤いセーターの涙」
第38話「さらば！まゆ」
第39話「壮絶！長官死す」
第40話「その時天使は歌った」
第41話「決闘！女王対ハーロック」
第42話「さらば宇宙の無法者」

146
1978
～1979

りんたろう 日本 BT023 07

映画 宇宙ショーへようこそ
本編
特典：オーディオコメンタリー(監督・キャスト)

136 2010 舛成孝二 日本 M235

※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。 20/40



【DVD】あいうえお ※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 宇宙戦艦ヤマト　第1巻

第1話「ＳＯＳ地球!!甦れ宇宙戦艦ヤマト」
第2話「号砲一発!!宇宙戦艦ヤマト始動」
第3話「ヤマト発進!!29万6千光年への挑戦!!」
第4話「驚異の世界!!光を飛び越えたヤマト!!」
第5話「浮遊大陸脱出!!危機を呼ぶ波動砲!!」
第6話「氷原に眠る宇宙駆逐艦ゆきかぜ!」

150 1974 松本零士 日本 BT011 01

TV 宇宙戦艦ヤマト　第2巻

第7話「ヤマト沈没!!運命の要塞攻略戦!!」
第8話「決死のヤマト!!反射衛星砲撃破せよ!!」
第9話「回転防禦!!アステロイド・ベルト!!」
第10話「さらば太陽系!!銀河より愛をこめて!!」
第11話「決断!!ガミラス絶対防衛線突入」
第12話「絶体絶命！オリオンの願い星・地獄星」

150 1974 松本零士 日本 BT011 02

TV 宇宙戦艦ヤマト　第3巻

第13話「急げヤマト!!地球は病んでいる!!」
第14話「銀河の試練!!西暦2200年の発進!!」
第15話「必死の逃亡!!異次元のヤマト!!」
第16話「ビーメラ星　地下牢の死刑囚!」
第17話「突撃!!パラノドン特攻隊!」
第18話「浮かぶ要塞島!たった二人の決死隊!!」

150
1974、
1975

松本零士 日本 BT011 03

TV 宇宙戦艦ヤマト　第4巻

第19話「宇宙の望郷!母の涙は我が涙」
第20話「バラン星に太陽が落下する日!!」
第21話「ドメル艦隊　決死の挑戦状!!」
第22話「決戦!!七色星団の攻防戦!!」
第23話「ついに来た！マゼラン星雲波高し!」
第24話「死闘!神よ、ガミラスのために泣け!」

150 1975 松本零士 日本 BT011 04

TV 宇宙戦艦ヤマト　第5巻
第25話「イスカンダル!滅び行くが愛の星よ!!」
第26話「地球よ、ヤマトは帰って来た!!」
特典:パイロットフィルム等

135 1975 松本零士 日本 BT011 05

TV 宇宙の騎士テッカマン　第1巻

第1話「太陽の勇者」
第2話「悪党星団ワルダスター」
第3話「影狩り宇宙人」
第4話「スペース･ナイツ誕生」
第5話「アステロイド大作戦」
第6話「月面アリ地獄」

150 1975
鳥海永行、
笹川ひろし

日本 T0204 

TV 宇宙の騎士テッカマン　第2巻

第7話「宇宙輸送船K432」
第8話「宇宙の食人草」
第9話「宇宙忍者シノビーノ」
第10話「わんぱくテッカマン隊大作戦」
第11話「失われた宇宙船」
第12話「激突!ロボット軍団」

150 1975
鳥海永行、
笹川ひろし

日本 T0205

※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。 21/40



【DVD】あいうえお ※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 宇宙の騎士テッカマン　第3巻

第13話「決死の宇宙海賊」
第14話「せまる巨大惑星」
第15話「地球人ぜんめつ作戦」
第16話「ミクロ・アリ星人」
第17話「宇宙怪鳥ヒヨクダー」
第18話「大回転・テックランサー!」

150 1975
鳥海永行、
笹川ひろし

日本 T0206

TV 宇宙の騎士テッカマン　第4巻

第19話「宇宙ランド作戦」
第20話「宇宙ロボット・ガニラ」
第21話「対決!ぼうけん少女」
第22話「アンドロー危機いっぱつ」
第23話「ボルテッカ三段返し」
第24話「砕け!魔のお化けメカ」

150 1975
鳥海永行、
笹川ひろし

日本 T0207

TV 宇宙の騎士テッカマン　第5巻

第25話「ちびっ子勇者の挑戦」
第26話「勝利のテッカマン」
特典：「宇宙の騎士テッカマン」ノンテロップOP・ED映
像

50 1975
鳥海永行、
笹川ひろし

日本 T0208

TV 有頂天家族　第1巻
第一話「納涼床の女神」
第二話「母と雷神様」
第三巻「薬師坊の奥座敷」

71 2013 吉原正行 日本 T0918

TV 有頂天家族　第2巻
第四話「大文字納涼合戦」
第五話「金曜倶楽部」

47 2013 吉原正行 日本 T0919

TV 有頂天家族　第3巻
第六話「紅葉狩り」
第七話「銭湯の掟」

47 2013 吉原正行 日本 T0920

TV 有頂天家族　第4巻
第八話「父の発つ日」
第九話「夷川の娘・海星」

47 2013 吉原正行 日本 T0921

TV 有頂天家族　第5巻
第十話「夷川早雲の暗躍」
第十一話「捲土重来」

47 2013 吉原正行 日本 T0922

TV 有頂天家族　第6巻
第十二話「偽叡山電車」
第十三話「有頂天家族」

47 2013 吉原正行 日本 T0923

TV うっかりペネロペ　みんなともだち編

みんなともだち編
「ようちえんへいく」
「ペネロペ、おひるねをする」
「ペネロペのいろあそび」
「ペネロペ、えんそくにいく」
「ペネロペ、クッキーをやく」
「ペネロペのおみせやさん」
「ペネロペのかくれんぼ」

35 2006 高木淳 日本 T0917

TV 海がきこえる 本編 72 1993 望月智充 日本 T0560 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。 22/40



【DVD】あいうえお ※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 うる星やつら　第1巻

第1話「うわさのラムちゃんだっちゃ！」
第2話「町に石油の雨がふる」
第3話「宇宙ゆうびんテンちゃん到着！」
第4話「つばめさんとペンギンさん」
第5話「変身美男子レイが来た！」
第6話「くたばれ！イロ男！」
第7話「秋の空から金太郎！」
第8話「たくましく生きるんやっ！」

104 1981 押井守 日本 T0051

TV うる星やつら　第2巻

第9話「謎のお色気美女サクラ」
第10話「悩めるウィルス」
第11話「恋の三角ブラックホール」
第12話「ホレホレ小悪魔だっきゃ！」
第13話「電撃ショックがこわい！」
第14話「念力ウラミのあやつり人形」
第15話「押し入れの向こうは海王星」
第16話「ハチャメチャ恐竜時代」

104 1981 押井守 日本 T0052

映画 うる星やつら2　ビューティフル・ドリーマー 本編 98+α 1984 押井守 日本 M014
映画 うる星やつら3　リメンバー・マイ・ラブ 本編 95 1985 やまざきかずお 日本 M122
映画 うる星やつら4　ラム・ザ・フォーエバー 本編 95 1986 やまざきかずお 日本 M123
映画 うる星やつら　完結篇 本編 95 1988 出崎哲 日本 M039
映画 うる星やつら　いつだって・マイ・ダーリン 本編 80 1991 山田勝久 日本 M124

TV
WOLF'S RAIN　第1巻
（ウルフズレイン）

第1話「咆哮の街角」
第2話「哭かないトオボエ」
第3話「Bad Fellow」
映像特典：各話予告、番組宣伝スポット集、ノンテロッ
プOP、プロモーション映像

80 2003 岡村天斎 日本 T0427

TV
WOLF'S RAIN　第2巻
（ウルフズレイン）

第4話「荒野の傷跡」
第5話「堕ちた狼」
第6話「受け継ぐもの」
映像特典：各話予告、アフレコ潜入レポート第一弾

77 2003 岡村天斎 日本 T0428

TV
WOLF'S RAIN　第3巻
（ウルフズレイン）

第7話「花の少女」
第8話「眠りの歌」
第9話「疑惑」
映像特典：各話予告、アフレコ潜入レポート第二弾

77 2003 岡村天斎 日本 T0429

TV
WOLF'S RAIN　第4巻
（ウルフズレイン）

第10話「Moon's Doom」
第11話「消失点」
第12話「Don't make me blue」
映像特典：各話予告、アフレコ潜入レポート第三弾

77 2003 岡村天斎 日本 T0430

※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。 23/40



【DVD】あいうえお ※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
WOLF'S RAIN　第5巻
（ウルフズレイン）

第13話「男たちの哀歌」
第14話「没落の城」
第15話「灰色狼」
第16話「夢の旅路」
映像特典：各話予告

93 2003 岡村天斎 日本 T0431

TV
WOLF'S RAIN　第6巻
（ウルフズレイン）

第17話「花の香り、狼の血」
第18話「人・狼・月の書」
第19話「オアシスの夢」
第20話「CONSCIOUSLY」
映像特典：各話予告

93 2003 岡村天斎 日本 T0432

TV
WOLF'S RAIN　第7巻
（ウルフズレイン）

第21話「戦いの狼煙」
第22話「流星の破片」
第23話「黒い街の鼓動」
映像特典：各話予告、歌詞テロップ付「stray」

72 2003 岡村天斎 日本 T0433

TV
WOLF'S RAIN　第8巻
（ウルフズレイン）

第24話「罠の匂い」
第25話「過ちの記憶」
第26話「月光炉」
映像特典：各話予告

70 2003 岡村天斎 日本 T0434

TV
WOLF'S RAIN　第9巻
（ウルフズレイン）

第27話「魂の行方」
第28話「悔恨の銃声」
映像特典：各話予告

47 2003 岡村天斎 日本 T0435

TV
WOLF'S RAIN　第10巻
（ウルフズレイン）

第29話「High Tide, High Time」
第30話「Wolf's Rain」
映像特典：各話予告

47 2003 岡村天斎 日本 T0436

映画
えいがでとーじょー!たまごっち
ドキドキ!うちゅーのまいごっち!?

本編
特典：特報、予告編、TVCM

88+a 2007 志村錠児 日本 M254

その他 エイケンTVアニメ主題歌大全集

仙人部落、鉄人28号、エイトマン、スーパージェッ
ター、宇宙少年ソラン、遊星少年パピイ、遊星仮面、
冒険ガボテン島、サスケ、忍風カムイ外伝、動物村も
のがたり、ばくはつ五郎、のらくろ、スカイヤーズ5、お
んぶおばけ、冒険コロボックル、ジムボタン、イルカと
少年、UFO戦士ダイアポロン、ほかほか家族、UFO戦
士ダイアポロンⅡ、キャプテン、ガラスの仮面、銀河
パトロールPJ、六三四の剣、ことわざハウス健康編、
ことわざハウス、ハーイあっこです、シートン動物記、
クッキングパパ、コボちゃん、親子クラブ、きこちゃん
すまいる、すてき!さくらママ、ゴーゴー五つ子ら･ん･ど

89+a 日本 S040

TV エイトマン　第1巻

第1話「エイトマン登場」
第2話「殺し屋ゲーレン」
第3話「サタンの兄弟」
第4話「死刑台Ｂ３」

95 1963 河島治之 日本 BT020 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。 24/40



【DVD】あいうえお ※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 エイトマン　第2巻

第5話「暗黒カプセル」
第6話「黄金ギャング」
第7話「消音ジェット機」
第8話「超小型ミサイル」

95 1963 河島治之 日本 BT020 02

TV エイトマン　第3巻

第9話「光線銃レーザー」
第10話「ロボット００７」
第11話「まぼろしの暗殺者」
第12話「海底のウラン」

95 1964 河島治之 日本 BT020 03

TV エイトマン　第4巻

第13話「人間パンチカード」
第14話「スーパーパイロット」
第15話「黒い幽霊」
第16話「怪盗黄金虫」

95 1964 河島治之 日本 BT020 04

OVA エイリアン９　第3巻 「夏休み　ボウグ　絶命」 29 2001 入江泰浩 日本 T0198
OVA エイリアン９　第4巻 「始まりの終わり」 28 2001 入江泰浩 日本 T0199

映画 エースをねらえ!
本編
特典：劇場予告編、出崎統監督のオーディオコメンタ
リー、8ページオーディオコメンタリー

90 1979 出崎統 日本 M097

TV エデンズボゥイ　第1巻
第1話「地上におりた天使」
第2話「コーカッサの白い花」

54 1999 須永司 日本 T0612

TV エデンズボゥイ　第2巻
第3話「人形使い」
第4話「白い悪魔」
第5話「ユルガハの夜と霧」

70 1999 須永司 日本 T0613

TV エデンズボゥイ　第3巻
第6話「眼下の敵」
第7話「人形の家」
第8話「さよならエリシス」

70 1999 須永司 日本 T0614

TV エデンズボゥイ　第4巻
第9話「ヘアラ散る」
第10話「さらば青春の光よ」
第11話「ルビード」

70 1999 須永司 日本 T0615

TV エデンズボゥイ　第5巻
第12話「扉の向こうで……」
第13話「天使の決断」
第14話「追跡」

70 1999 須永司 日本 T0616

TV エデンズボゥイ　第6巻
第15話「花の都チャナッカレ」
第16話「黒い羽のおもいで」
第17話「パレラ」

70 1999 須永司 日本 T0617

TV エデンズボゥイ　第7巻
第18話「甘い痛み」
第19話「ユルガハの魔導士」
第20話「崖っぷち」

70 1999 須永司 日本 T0618

TV エデンズボゥイ　第9巻
第24話「亡者たちの街」
第25話「聖地の末」
第26話「大地の少年」

70 1999 須永司 日本 T0619

※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。 25/40



【DVD】あいうえお ※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
NFB傑作選
（エヌエフビー）

1「太陽と月のお話」
2「パースペクトラム」
3「ビーズ・ゲーム」
4「死後の世界」
5「パラダイス」
6「神様がくれた星」
7「がちょうと結婚したふくろう」
8「ストリート」
9「変身」
10「インタビュー」
11「姉妹」
12「心象風景」
13「エクスチャイルド」

121
1971
～1994

イシュ・パテル、
キャロライン・
リーフ、
ジャック・ドゥ
ルーアン

カナダ A021

アート
NFB傑作選　コ・ホードマン作品集
（エヌエフビー）

1「ふしぎなボール」
2「マトリオスカ」
3「ふくろうとレミング」
4「シュッシュッ」
5「ふくろうとワタリガラス」
6「ルマーク」
7「砂の城」
8「海底の宝物」
9「仮面舞踏会」
10「チャールズとフランソワ」
11「箱」
12「悲しみの白クマ　スニッフィング・ベア」
13「生きものたちの庭」

146
1969
～1997

コ・ホードマン カナダ A022

TV
NG騎士 ラムネ＆４０　第1巻
（エヌジーナイト）

第1話「シュパーン!キングスカッシャー復活」
第2話「正義の力だ!セイントボム」
第3話「ポッキンシティは腹ぺこだ!」
第4話「ガハハ!ゴクロー山の爆笑扇」
第5話「バンビの頂上になぞなぞの嵐!」
第6話「熱血!?カンカン村でアッチッチ」

136 1990 ねぎしひろし 日本 BT089 01

TV
NG騎士 ラムネ＆４０　第2巻
（エヌジーナイト）

第7話「パカッ!頭に花さくニャイル河」
第8話「迷って迷ってホラミッド!」
第9話「ゼンマイだらけのギアシティ!」
第10話「アララ?寝ぼけて寝ぼけて海の上」
第11話「ヒック!本音ジュースにご用心」
第12話「リューグー村は老人パワー!?」

136 1990 ねぎしひろし 日本 BT089 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。 26/40



【DVD】あいうえお ※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
NG騎士 ラムネ＆４０　第3巻
（エヌジーナイト）

第13話「ダブルダブルでイースカー!?」
第14話「登場!クィーンサイダロン」
第15話「ハワイイ島のカメカメカ大王」
第16話「走れラムネス!童話の森のワナ」
第17話「美人はどっち?レスカ対ココア」
第18話「ワナワナ!逆襲のダ・サイダー」

136 1990 ねぎしひろし 日本 BT089 03

TV
NG騎士 ラムネ＆４０　第4巻
（エヌジーナイト）

第19話「ガンバレー!ミルクの子守り歌」
第20話「見つけた!アンナモンコンナ門」
第21話「輝け!守護騎士コンテスト」
第22話「最高だミャー!タマＱ…その愛」
第23話「ウソかマコトか?ラムネス伝説」
第24話「突入ホイホイ城!愛の戦士たち」

136 1990 ねぎしひろし 日本 BT089 04

TV
NG騎士 ラムネ＆４０　第5巻
（エヌジーナイト）

第25話「晴れ姿!三人娘の聖なる力」
第26話「必死の反撃!ダ・サイダー散る」
第27話「ホイホイ城崩壊!さらばタマQ」
第28話「まだ続くの!?破壊戦士現わる」
第29話「ビメタコ裏切りのバラード」
第30話「代理戦争!?命をかけたギャグ」

136 1990 ねぎしひろし 日本 BT089 05

TV
NG騎士 ラムネ＆４０　第6巻
（エヌジーナイト）

第31話「必殺!?破壊ニンジャ武芸帖」
第32話「テントチ塔!海中島の戦い」
第33話「ほらっホラー!枯れ木の森の怪」
第34話「リトルロマンス…君の名は!?」
第35話「交代劇!ひび割れた愛と友情」
第36話「風に舞う!お花畑は危険地帯」

136 1990 ねぎしひろし 日本 BT089 06

TV
NG騎士 ラムネ＆４０　第7巻
（エヌジーナイト）

第37話「大決戦！燃えろラムネス」
最終話「40集う！熱血パワーよ永遠に」
特典：「熱血!!勇者ラムネス」ノンクレジットオープニン
グ、「男と女はパピプペポ」ノンクレジットエンディン
グ、「めざせ！一番!!」ノンクレジットオープニング、「シ
アワセになるでんna」ノンクレジットエンディング、ほか

45+11
1990
～1991

ねぎしひろし 日本 BT089 07

TV
NG騎士 ラムネ＆４０　第8巻
（エヌジーナイト）

『NG騎士ラムネ＆40 EX』
ビクビクトライアングル 愛の嵐大作戦
第1章「愛ふたたび」
第2章「愛流されて」
第3章「愛は勝つ」

87 1991 ますなりこうじ 日本 BT089 08

TV
NG騎士 ラムネ＆４０　第9巻
（エヌジーナイト）

『NG騎士ラムネ＆40 DX』
ワクワク時空 炎の大捜査戦
第1章「新たに旅立て 愛の戦士たち」
第2章「愛の戦士たち 過去へ…」
第3章「愛の戦士たち 永遠に！」

88 1993 開木菜織 日本 BT089 09

映画 王と鳥
本編
特典：太田光×高畑勲 劇場公開初日対談

84+15 1980 ポール・グリモー フランス M177 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。 27/40



【DVD】あいうえお ※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 王立宇宙軍　オネアミスの翼 本編 120 1987 山賀博之 日本 M016

TV 狼少年ケン　傑作選

第1話「二本足の狼」
第10話「月世界の男」
第14話「ジャングル最大の作戦」
第74話「ケンとおてんば娘」

103
1963、
1964

月岡貞夫 他 日本 BT015 01

その他 大塚康生の動かす喜び
本編
特典：五エ門抜刀の作画 ノーカット版

107 2004 浦谷年良 日本 S012

アート 大藤信郎賞受賞短編アニメーション全集　第1巻
「ある街角の物語」
「殺人MURDER」

49
1962、
1964

手塚治虫、
和田誠

日本 BA002 01

アート 大藤信郎賞受賞短編アニメーション全集　第2巻

「人間動物園」
「LOVE」
「椅子」
「アオス」
「展覧会の絵」

61
1965、
1966

久里洋二、
手塚治虫

日本 BA002 02

アート 大藤信郎賞受賞短編アニメーション全集　第3巻

「ふしぎなくすり」
「二匹のサンマ」
「部屋　The Room」
「やさしいライオン」

61
1965
～1969

岡本忠成、
久里洋二、
やなせたかし

日本 BA002 03

アート 大藤信郎賞受賞短編アニメーション全集　第4巻

「みにくいあひるの子」
「花ともぐら」
「ホーム・マイホーム」
「てんまのとらやん」

58
1968
～1971

渡辺和彦、
岡本忠成、
河野秋和、
中村武雄

日本 BA002 04

アート 大藤信郎賞受賞短編アニメーション全集　第5巻

「鬼」
「南無一病息災」
「詩人の生涯」
「水のたね」

65
1972
～1975

川本喜八郎、
岡本忠成

日本 BA002 05

アート 大藤信郎賞受賞短編アニメーション全集　第6巻

「道成寺」
「虹に向って」
「スピード」
「おこんじょうるり」

70
1976
～1982

川本喜八郎、
岡本忠成、
古川タク

日本 BA002 06

アート 大藤信郎賞受賞短編アニメーション全集　第7巻
「森の伝説」
「いばら姫またはねむり姫」
「注文の多い料理店」

71
1987
～1991

手塚治虫、
川本喜八郎、
岡本忠成

日本 BA002 07

アート 大藤信郎賞受賞短編アニメーション全集　第8巻

「銀河の魚」
「るすばん」
「くじら」
「幽霊船」

48

1993、
1996、
1952、
1956

たむらしげる、
長崎季、
大藤信郎

日本 BA002 08

その他
オーラルヒストリー　アニメーション分野
杉井ギサブロー氏　第一回

～生い立ちから東映動画時代について～
2011年12月03日(土)14時～18時

220 2011 日本 S088

その他
オーラルヒストリー　アニメーション分野
杉井ギサブロー氏　第二回

～虫プロ入社から『鉄腕アトム』を経てアートフレッ
シュの活動まで～
2011年12月16日(金)17時～21時

182 2011 日本 S089

※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。 28/40



【DVD】あいうえお ※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

その他
オーラルヒストリー　アニメーション分野
杉井ギサブロー氏　第三回

～アートフレッシュ後期からグループタック立ち上げと
虫プロ倒産あたりまで～
2012年01月20日(金)14時～17時

153 2012 日本 S090

その他
オーラルヒストリー　アニメーション分野
杉井ギサブロー氏　第四回

～虫プロの倒産と『ジャックと豆の木』の制作あたりま
で～
2012年02月09日(木)17時～19時

141 2012 日本 S091

その他
オーラルヒストリー　アニメーション分野
杉井ギサブロー氏　第五回

～アニメラマ三部作と『たすけあいの歴史』『ジャック
と豆の木』の周辺について～
2012年08月02日(木)14時～17時

160 2012 日本 S092

その他
オーラルヒストリー　アニメーション分野
杉井ギサブロー氏　第六回

～『まんが日本昔ばなし』と放浪中のことについて～
2012年09月12日(水)14時～17時

182 2012 日本 S093

その他
オーラルヒストリー　アニメーション分野
杉井ギサブロー氏　第七回

～旅から戻った後、80年代の作品について～
2012年10月06日(土)14時～17時

174 2012 日本 S094

その他
オーラルヒストリー　アニメーション分野
杉井ギサブロー氏　第八回

～『銀河鉄道の夜』『紫式部 源氏物語』について～
2012年10月20日(土)14時～18時

239 2012 日本 S095

その他
オーラルヒストリー　アニメーション分野
杉井ギサブロー氏　第九回

～1990年代の仕事について～
2012年11月17日(土)14時～17時

204 2012 日本 S096

その他
オーラルヒストリー　アニメーション分野
杉井ギサブロー氏　第十回

～90年代末から現代までを聞く～
2012年12月07日(金)14時～17時30分

183 2012 日本 S097

その他
オーラルヒストリー　アニメーション分野
杉井ギサブロー氏　第十一回

～『グスコーブドリの伝記』まで～
2012年12月14日(金)14時～18時45分

237 2012 日本 S098

その他
オーラルヒストリー　アニメーション分野
原徹氏　第一回

～生い立ちから早大漫研時代を経て東映時代まで～
2011年12月21日(水)14時～17時

161 2011 日本 S099

その他
オーラルヒストリー　アニメーション分野
原徹氏　第二回

～東映動画時代、特に原氏独自のTVアニメ企画や
『ホルス』などについて～
2012年01月13日(金)14時～17時

165 2012 日本 S100

その他
オーラルヒストリー　アニメーション分野
原徹氏　第三回

～東映動画の海外合作からトップクラフトを立ち上げ
て独立する経緯について～
2012年01月21日(水)14時～17時

159 2012 日本 S101

その他
オーラルヒストリー　アニメーション分野
原徹氏　第四回

～ジブリ時代について～
2012年09月03日(月)14時～17時

153 2012 日本 S102

※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。 29/40



【DVD】あいうえお ※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 岡本忠成作品集　第1巻

1「ふしぎなくすり」
2「ようこそ宇宙人」
3「キツツキ計画」
4「花ともぐら」
5「チコタン ぼくのおよめさん」
6「12月のうた」
7「日本むかしばなし　さるかに」
8「モチモチの木」
9「南無一病息災」
うたのシリーズ
1「十人の小さなインディアン」
2「おじいちゃんが海賊だったころ」
3「ホーム・マイホーム」
プロフィール、フィルモグラフィ、作品解説、岡本忠成
語録集1

137
1965
～1973

岡本忠成 日本 BA013 01

アート 岡本忠成作品集　第2巻

1「小さな五つのお話」
2「水のたね」
3「あれはだれ？」
4「ちからばし」
5「虹に向かって」
6「りすのパナシ」
7「鬼がくれ山のソバの花」
人間いじめシリーズ
1「旅は道連れ世は情」
2「うらめしでんわ」
3「サクラより愛をのせて」
4「おしずかに」
プロフィール、フィルモグラフィ、作品解説、岡本忠成
語録集2

144
1974
～1979

岡本忠成 日本 BA013 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。 30/40



【DVD】あいうえお ※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 岡本忠成作品集　第3巻

1「忘れられた人形」
2「白い象」
3「ふらいぱんじいさん」
4「おこんじょうるり」
5「ヒトの来た遠く長い道」
6「注文の多い料理店」
みんなのうたシリーズ
1「オナカの大きな王子さま」
2「シンフォニック・バリエーション」
3「雪の日のたより」
4「ロバちょっとすねた」
5「メトロポリタン美術館」
6「コロは屋根のうえ」
プロフィール、フィルモグラフィ、作品解説、岡本忠成
語録集3

137
1980
～1991

岡本忠成 日本 BA013 03

TV おジャ魔女どれみ　第1巻

第1話「私どれみ！魔女見習になる!!」
第2話「私、はづきちゃんになる!」
第3話「転校生はナニワっこ！あいこ登場」
第4話「みんな魔女なら恐くない」
第5話「新装開店!MAHO堂」
第6話「ウソつきは友情の始まり」

142 1999 佐藤順一 日本 T0137

TV おジャ魔女どれみ　第2巻

第7話「めざせ9級!魔女試験」
第8話「魔女の世界へGO!!」
第9話「どこ行ったの!?妖精ドド」
第10話「ピンチ!先生にバレちゃった!!」
第11話「早起き少女まりなと心の花たば」

118 1999 佐藤順一 日本 T0376

TV おジャ魔女どれみ　第3巻

第12話「大切なシャツの願い事」
第13話「みんな不合格!?8級試験」
第14話「笑って許して!?」
第15話「マジョリカ幼稚園に行く」
第16話「恋を釣り上げよう」

118 1999 佐藤順一 日本 T0377

TV おジャ魔女どれみ　第4巻

第17話「矢田くんは不良小学生!?」
第18話「使っちゃダメ!禁じられた魔法」
第19話「はづきちゃん誘拐される!」
第20話「ライバル登場!MAHO堂大ピ～ンチ!!」
第21話「マジョルカグッズは危険がいっぱい」

118 1999 佐藤順一 日本 T0378

TV おジャ魔女どれみ　第5巻

第22話「6級魔女への道は遠い!?」
第23話「大逆転!?おジャ魔女の試練」
第24話「マジョルカ対6級おジャ魔女!」
第25話「おジャ魔女ぽっぷ登場!?」
第26話「わたしたち、ピュアレーヌ!」

118 1999 佐藤順一 日本 T0379

※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。 31/40



【DVD】あいうえお ※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 おジャ魔女どれみ　第6巻

第27話「オヤジーデがやってきた!?」
第28話「恋は高原の風に乗って」
第29話「夏祭りにタップが消えた!」
第30話「ユウレイに会いたい！」
第31話「モンゴルからのおくりもの」

118 1999 佐藤順一 日本 T0380

TV おジャ魔女どれみ　第7巻

第32話「打倒玉木!学級委員選挙」
第33話「運動会はパニックがいっぱい!」
第34話「お母ちゃんに逢いたい!」
第35話「転校生は魔女見習い!?」
第36話「四級試験はドドドドドー!」

118 1999 佐藤順一 日本 T0381

TV おジャ魔女どれみ　第8巻

第37話「魔女ガエルがいっぱい!」
第38話「りょうたと真夜中のかいじゅう」
第39話「どれみの彼は中学生!」
第40話「どれみ楽勝?3級試験」
第41話「父と子・勝利への一手!」

118 1999 佐藤順一 日本 T0382

TV おジャ魔女どれみ　第9巻

第42話「おジャ魔女・正義の戦い!?」
第43話「パパと花火と涙の思い出」
第44話「女子プロレスラーになりたい!」
第45話「サンタさんを救え!」
第46話「魔女のかくし芸大会!」

118 1999 佐藤順一 日本 T0383

TV おジャ魔女どれみ　第10巻

第47話「お父ちゃんのお見合い」
第48話「おんぷのメールはラブレター?」
第49話「パパに会える!夢を乗せた寝台特急」
第50話「最後の見習い魔女試験」
第51話「さようならMAHO堂」

118 2000 佐藤順一 日本 T0384

TV おじゃる丸　おじゃるとゆかいななかまたち

1「101匹の電ボ」
2「月光湯」
3「フワリン坊」
4「かなえ　たまえ」
5「イングリッシュ」
6「マドをふく」
7「キスケの恋」
8「またハマる」

62 2003 大地丙太郎 日本 T0042

TV おじゃる丸　おじゃるの毎日

1「時間にうるさいおじゃる丸」
2「アカネとふたりきり」
3「電ボが恋すると」
4「カズマとちくわとおじゃる丸」
5「おじゃずきん」
6「貧テント」
7「月光町ちっちゃいちっちゃいものクラブ」
8「だれのお願い？」

62 2003 大地丙太郎 日本 T0041

※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。 32/40



【DVD】あいうえお ※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 おじゃる丸　第2シリーズ　第1巻

1「子鬼　弟子入りする」
2「双子犬ケンカする」
3「おじゃる　ゴルフをする」
4「タナカヨシコのたからの山」
5「マスターそわそわする」
6「おじゃデレラ」
7「びんぼう神の洋服だんす」
8「注文の多いはがき」
9「金ちゃんママは　せんたくじょうず」
10「おじゃる　海へゆく」

80 1999 大地丙太郎 日本 T0033

TV おじゃる丸　第2シリーズ　第2巻

1「星野　ふたたび」
2「実演販売人形ウックン」
3「おじゃる　島へゆく」
4「館長とオバケ」
5「雨の日すごろく」
6「電ボと柿」
7「キスケ　ママになる」
8「プリン道」
9「カズマはどっち似？」
10「牛　来る」

80 1999 大地丙太郎 日本 T0034

TV おじゃる丸　第3シリーズ　第1巻

1「気さくじゃの　ラジオ」
2「モモマン」
3「電ボ八老がやってくる」
4「喫茶一服のいちばん長い日」
5「マリーのぼうしの中」
6「押し月光ダケ」
7「オカメデー」
8「雨の日でんごん」
9「笑う貧乏神」
10「押野　対　星野」

80 2000 大地丙太郎 日本 T0035

TV おじゃる丸　第3シリーズ　第2巻

1「顔くらべ」
2「鬼ばかり」
3「月光町ソング」
4「ちっちゃい表しょうじょう」
5「いざという時の本田先生」
6「歌よみ合戦」
7「おじゃる　心をよむ」
8「おじゃる親を忘れる」
9「まったり道」
10「半分このしあわせ」

80 2000 大地丙太郎 日本 T0036

※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。 33/40



【DVD】あいうえお ※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 おじゃる丸　第4シリーズ　第1巻

1「おじゃる　子鬼と暮らす」
2「雨の日うすい」
3「おじゃる　足が出る」
4「雨の日ババ抜き」
5「キスケの角」
6「いざというときの田村さん一家」
7「にぶいの電ボ」
8「コーヒーを飲んだ星野一家」
9「小さいのにえらいおじゃる丸」
10「電ボ子」

80 2001 大地丙太郎 日本 T0037

TV おじゃる丸　第4シリーズ　第2巻

1「ニコ坊　犬小屋を作る」
2「会話が足りない」
3「公ちゃんシッポが伸びる」
4「キグルミ道」
5「金ちゃん家でキャンプ」
6「ビーチボールファイター　モモタマー」
7「電ボ　ハマる」
8「オカメ　牛を呼ぶ」
9「ワラシちゃんと貧ちゃん」
10「パパの出張」

80 2001 大地丙太郎 日本 T0038

TV おじゃる丸　第5シリーズ　第1巻

1「おいと言ったカズマ」
2「オコニコ　占い師になる」
3「一二三ちゃん　ふたたび」
4「ツッキー　落書きされる」
5「おじゃる　おじゃるをやめる」
6「開かない引き出し」
7「朝ちゃん　雪の日の朝」
8「ふたりぼっちの雨やどり」
9「雨の日パズル」
10「貧ちゃんのお風呂デー」

80 2002 大地丙太郎 日本 T0039

TV おじゃる丸　第5シリーズ　第2巻

1「おじゃる語」
2「台風マリリン」
3「キスケ仮面」
4「カズマのうしろ顔」
5「かなえ」
6「くっつくキスケ」
7「いれかわる」
8「さちうすくない　うすいさちよ」
9「かなえと星野」
10「ウシ丸」

80 2002 大地丙太郎 日本 T0040

※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。 34/40



【DVD】あいうえお ※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 おしりたんてい　第1巻

第1話「ププッとかいけつ！おしりたんていとうじょ
う！」
第2話「ププッ ちいさなしょちょうの だいピンチ！？」
第3話「ププッ おおどろぼう　あらわる！」

60 2018 芝田浩樹 日本 T1001

TV おしりたんてい　第2巻
第4話「ププッ ふめつのせっとうだん　前編」
第5話「ププッ ふめつのせっとうだん　後編」
第6話「ププッ おきゃくさんのわすれもの」

60 2018 芝田浩樹 日本 T1002

TV おそ松くん　第1巻

第1話「シェ～ッ!六つ子ザンス!」
第2話「うらないは、こりごりザンス」
第3話「天才イヤミの化け薬ザンス!」
第4話「シェ～ッ!!ミーはバレリーナ」
第5話「チビ太の恋はハナと散るダス」

119 1988 鴫野彰 日本 BT026 01

TV おそ松くん　第2巻

第6話「ナンマイダでもうけるザンス」
第7話「チビ太はママになりました」
第8話「変身!チビ太のふしぎな帽子」
第9話「古道具屋でボロもうけザンス」
第10話「地獄の死神セールスマン!!」

119 1988 鴫野彰 日本 BT026 02

TV おそ松くん　第3巻

第11話「ヘイの中でもこりないイヤミ」
第12話「売れっ子小説家イヤミ大先生」
第13話「お城が隣に引っ越してきた!」
第14話「エイリアンをやっつけろ!」
第15話「命の恩は、高くつくザンス」

119 1988 鴫野彰 日本 BT026 03

TV おそ松くん　第4巻

第16話「節約?省エネ?ミニ六つ子!」
第17話「ハタ坊、勇気を出す」
第18話「チビ太の金庫やぶり」
第19話「オツムの中味が入れかわる」
第20話「イヤミのアブナイ時計屋さん」

119 1988 鴫野彰 日本 BT026 04

TV おそ松くん　第5巻

第21話「友情!!チビ太とドロボウ猫」
第22話「チビ太はさすらいのガンマン」
第23話「名探偵!ハタ坊だジョー」
第24話「イヤミの体はバイキンだらけ」
第25話「おでんの恨みは怖いザンス！」

119 1988 鴫野彰 日本 BT026 05

TV おそ松くん　第6巻

第26話「父さんもタバコがやめられる」
第27話「おとぎ話のデベソ島」
第28話「野生のイヤミに気をつけろ!」
第29話「保険屋さんは命がけザンス!」
第30話「忍者チビ太、ただいま参上！」

119 1988 鴫野彰 日本 BT026 06

TV おそ松くん　第7巻

第31話「花の精にはこりごりザンス!」
第32話「トト子はアイドルNo.1ザンス」
第33話「男の友情はあついザンス!」
第34話「父さんは、父さんなんだぞ!」
第35話「デカパン城のオテンバ姫!」

119 1988 鴫野彰 日本 BT026 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。 35/40



【DVD】あいうえお ※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 おそ松くん　第8巻

第36話「正義の味方はつらいザンス」
第37話「チビ太の宝島」
第38話「お年寄りをいたわるザンス!」
第39話「討ち入りには、ご用心ザンス」
第40話「子守りはつらい仕事ザンス」

119 1988 鴫野彰 日本 BT026 08

TV おそ松くん　第9巻

第41話「摩天楼のホワイトクリスマス」
第42話「イヤミのインチキ商売ザンス」
第43話「レースはズルして勝つザンス」
第44話「イヤミのデタラメ日本ザンス」
第45話「スキー旅行はチビシイザンス」

119 1988 鴫野彰 日本 BT026 09

TV おそ松くん　第10巻

第46話「ねっけつ!チビ太刑事ザンス」
第47話「宝くじで大金持ちザンス!」
第48話「ゼン寺修行で六つ子もよい子」
第49話「お巡りさんでいばるザンス!」
第50話「恐竜たまごのオムレツザンス!」

119 1988 鴫野彰 日本 BT026 10

TV おそ松くん　第11巻

第51話「旅のハジはかきすてザンス!」
第52話「正しいイヤミはめいわくダス」
第53話「ゴマすりゴルフで出世ザンス」
第54話「イヤミさんの結婚式だジョー」
第55話「ドライブしたのがウンのつき」

119 1988 鴫野彰 日本 BT026 11

TV おそ松くん　第12巻

第56話「大富豪チビ太さまザンス!」
第57話「イヤミのヒコーキ野郎ザンス」
第58話「シェ～!こずかい毎日五万円」
第59話「ハタ坊は正義の味方だジョー」
第60話「空とぶチビ太の仕返しザンス」

119 1988 鴫野彰 日本 BT026 12

TV おそ松くん　第13巻

第61話「おでんと初恋どちらがだいじ」
第62話「パパのボーナスどこいった?」
第63話「ゾロゾロ六つ子が一ダース!」
第64話「ちびざるチビ太の大冒険!」
第65話「トト子のわがままオシャカ様」

119 1988 鴫野彰 日本 BT026 13

TV おそ松くん　第14巻

第66話「イヤミの教師ビンビン物語!?」
第67話「チビ太の王子様はつらいよ」
第68話「イヤミのインチキ海の家!」
第69話「魔法を使って若がえるザンス」
第70話「ボクシングって痛いザンス!」

119 1988 鴫野彰 日本 BT026 14

TV おそ松くん　第15巻

第71話「母さんは天才セールスマン!?」
第72話「みつばちチビ太のバイオリン」
第73話「トトコは天才なぞなぞ少女!」
第74話「探偵イヤミ対怪人ダヨン面相」
第75話「四十年後のイヤミザンス!」

119 1988 鴫野彰 日本 BT026 15

※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。 36/40



【DVD】あいうえお ※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 おそ松くん　第16巻

第76話「カメラの前でべろ～んザンス」
第77話「おそうじロボのソージ君ダス」
第78話「神さまお願いきいてチョ」
第79話「チビ太のまぶたの母ザンス」
第80話「イヤミの冬ごもり作戦ザンス」

119 1988 鴫野彰 日本 BT026 16

TV おそ松くん　第17巻
第81話「ニセ医者でぼろもうけザンス」
第82話「怖い夢は見たくないザンス!」
第83話「怒ると怖いライオンザンス!」

72 1988 鴫野彰 日本 BT026 17

TV おそ松くん　第18巻

第84話「ハタ坊の水戸黄門だジョー」
第85話「また来たザンスよエイリアン」
第86話「イヤミの選挙必勝法ザンス」
映像特典：漫画家・赤塚不二夫

71+7 1988 鴫野彰 日本 BT026 18

TV おでんくん　第4巻

第19話「おでんくん危機一髪!の巻」
第20話「みんなでラップバトルの巻」
第21話「ガングロたまごちゃんのラブレターの巻」
第22話「夜の森の中で･･･の巻」
第23話「おでん峠に地獄を見たの巻」
第24話「ちくわくんの不思議な望遠鏡の巻」
第25話「だいこん先生のバートブレイクな一日の巻」

55 2005 加藤道哉 日本 BT033 01

TV おでんくん　第5巻

第26話「さようなら、グチボンの巻」
第27話「名探偵おでんくんの巻」
第28話「謎の転校生の巻」
第29話「反抗期ってなんですかの巻」
第30話「怪盗カニコウモリの巻」
第31話「ヌシのユウウツの巻」
第32話「カマボコ犬がやってきたの巻」

55 2005 加藤道哉 日本 BT033 02

TV おでんくん　第6巻

第33話「青い瞳のキャンディの巻」
第34話「ガングロたまごちゃん、はじめてのおでかけ
の巻」
第35話「本物ってなんですかの巻」
第36話「おでん村大レースの巻」
第37話「おじさんの寂しい夜の巻」
第38話「戦え！メカおでんくんの巻」
第39話「手紙をくれたのは誰？の巻」

55 2005 加藤道哉 日本 BT033 03

TV おねがいマイメロディ　第1巻

#1「バイオリンが弾けたらイイナ!」
#2「勉強ができたらイイナ!」
#3「友達がたくさんできたらイイナ!」
#4「おうちがキレイになったらイイナ!」

100 2005 森脇真琴 日本 T0201

TV おねがいマイメロディ　第2巻

#5「優勝できたらイイナ!」
#6「昔にもどれたらイイナ!」
#7「ゴメンって言えたらイイナ!」
#8「かわいくなったらイイナ!」

100 2005 森脇真琴 日本 T0202

※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。 37/40



【DVD】あいうえお ※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 おねがいマイメロディ　第3巻

#9「縄とびたくさん跳べたらイイナ!」
#10「ヒーローになれたらイイナ!」
#11「お料理上手になれたらイイナ!」
#12「マイメロちゃんに会えたらイイナ!」
特典映像：オープニングノンテロップ

100 2005 森脇真琴 日本 T0534

TV おねがいマイメロディ　第4巻

#13「心がとけたらイイナ!」
#14「ライバルに勝てたらイイナ!」
#15「もう一度歌えたらイイナ!」
#16「キスできたらイイナ!」
映像特典：エンディングノンテロップ

100 2005 森脇真琴 日本 T0535

TV おねがいマイメロディ　第5巻

#17「野菜が好きになったらイイナ!」
#18「時間がいっぱいあったらイイナ!」
#19「ヒーローになれたらイイナ2!」
#20「星をいっしょに見れたらイイナ!」
映像特典：「オトメロディ/マイドリーム!マイメロディ!」マ
キシシングルTV-CM

100 2005 森脇真琴 日本 T0536

TV おねがいマイメロディ　第6巻

#21「マイメロになれたらイイナ!」
#22「ママが元気になったらイイナ!」
#23「カレと踊れたらイイナ!」
#24「ナイスバディになれたらイイナ!」
映像特典：おねがいマイメロディMelody.1 TV-CM

100 2005 森脇真琴 日本 T0537

TV おねがいマイメロディ　第7巻

#25「手伝ってもらえたらイイナ!」
#26「チャンピオンになれたらイイナ!」
#27「柊サマになれたらイイナ!」
#28「あした晴れたらイイナ!」
映像特典：CDアルバム白盤・黒盤 TV-CM

100 2005 森脇真琴 日本 T0538

TV おねがいマイメロディ　第8巻

#29「マドンナになれたらイイナ!」
#30「子供にもどったらイイナ!」
#31「NO!と言えたらイイナ!」
#32「ラッキーになれたらイイナ!」
映像特典：新EDテーマ「夢見るチカラ」 TV-CM

100 2005 森脇真琴 日本 T0539

TV おねがいマイメロディ　第9巻

#33「みんな来てくれたらイイナ!」
#34「ヒーローになれたらイイナ3!」
#35「幸せが見つかったらイイナ!」
#36「地球が救えたらイイナ!」
映像特典：新EDテーマ「夢見るチカラ」ノンテロップ

100 2005 森脇真琴 日本 T0540

TV おねがいマイメロディ　第10巻

#37「ジャングルで会えたらイイナ!」
#38「賞がとれたらイイナ!」
#39「お母さんに会えたらイイナ!」
#40「大吉だったらイイナ!」
映像特典：提供バック集Vol.1

100
2005
～2006

森脇真琴 日本 T0541

※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。 38/40



【DVD】あいうえお ※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 おねがいマイメロディ　第11巻

#41「ナンバーワンになれたらイイナ!」
#42「楽しい日記が書けたらイイナ!」
#43「告白できたらイイナ!」
#44「お城に突入できたらイイナ!」
映像特典：提供バック集Vol.2

100 2006 森脇真琴 日本 T0542

TV おねがいマイメロディ　第12巻

#45「キスできたらイイナ2!」
#46「一発パンチできたらイイナ!」
#47「おうちに帰れたらイイナ!」
#48「みんな一緒だったらイイナ!」
映像特典：提供バック集Vol.3

100 2006 森脇真琴 日本 T0543

TV おねがいマイメロディ　第13巻

#49「ポエムが書けたらイイナ!」
#50「センパイを救えたらイイナ!」
#51「タクトがふれたらイイナ!」
#52「夢の歌がとどいたらイイナ!」
映像特典：提供バック集Vol.4

100 2006 森脇真琴 日本 T0544

その他 オバケのどくろう 本編 11 加藤道哉 日本 S086 01

映画 おまえうまそうだな
本編
特典：特報、劇場予告

89+2 2010 藤森雅也 日本 M252

その他 オムニバス・アニメーション　JAA meets 横浜

「INTO ANIMATIONS・横浜」の開催を記念して制作さ
れた、完全オリジナルのオムニバス・アニメーション
作品。日本アニメーション協会に所属する会員有志
が「横浜」をキーワードに制作した51作品。

作家名:久里洋二、相内啓司、IKIF、浅野優子、あした
のんき、荒井牧子、池田爆発郎、石田卓也、石之博
和、一瀬皓コ、伊藤有壱、稲葉卓也、岩崎ヨーコ、岩
槻育子、うるまでるび、大井文雄、角谷貴司、河内大
輔、木下洋子、キムラヒデキ、クリハラタカシ、こぐま
あつこ、こづつみPON、小柳貴衛、島由美、上甲トモ
ヨシ、千光士義和、タナカウサギ、辻田幸廣、土田ひ
ろゆき、東條麻美、中西義久、西内としお、昼間行
雄、福島治、藤田純平、古川タク、柳原良平、保田克
史、洞口祐輔、水江未来、宮森潤、森まさあき、森山
朋絵、ノコゆかわ、やたみほ、横須賀令子、ヨシムラ
エリ、若見ありさ

20 2009
※「内容」の項
目をご覧くださ
い

日本 S055

映画 おもひでぽろぽろ 本編 119 1991 高畑勲 日本 M079 01

TV おろしたてミュージカル　練馬大根ブラザーズ　第1巻
第1話「俺の練馬大根をおさわりください」
第2話「俺のお玉でサランヘヨ」
第3話「俺のお注射お尻にクラッシュ」

77 2006 ワタナベシンイチ 日本 T0455

TV おろしたてミュージカル　練馬大根ブラザーズ　第2巻
第4話「俺のカラクリ刑事いでしょ」
第5話「俺のを転がせNO.1」
第6話「俺のウラウラうらない」

74 2006 ワタナベシンイチ 日本 T0456

※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。 39/40



【DVD】あいうえお ※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 おろしたてミュージカル　練馬大根ブラザーズ　第3巻
第7話「俺ので奏でて!訴えて!」
第8話「俺の激安ロケット発射寸前!」
第9話「俺のをなべなべおっ立てろ!」

96 2006 ワタナベシンイチ 日本 T0457

TV おろしたてミュージカル　練馬大根ブラザーズ　第4巻
第10話「俺のバッドをスリスリらー♪」
第11話「俺のドームで3人プレイ!?」
第12話「俺のフィニッシュ!見ておくんなま!」

76 2006 ワタナベシンイチ 日本 T0458

※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。 40/40


