
【DVD】さしすせそ ※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 最終兵器彼女　第1巻
第1話「ぼくたちは、恋していく」
特典：石母田史朗／折笠富美子対談他

42 2002 加瀬充子 日本 T0001 01

TV 最終兵器彼女　第2巻

第2話「私、成長してる･･」
第3話「ふたりで」
第4話「ふゆみ先輩」
特典：三木眞一郎/伊藤美紀スペシャル対談

84 2002 加瀬充子 日本 T0553

TV 最終兵器彼女　第3巻

第5話「うそつき」
第6話「クラスメイト」
第7話「守りたいもの」
特典：杉本ゆう/白鳥哲スペシャル対談

84 2002 加瀬充子 日本 T0554

TV 最終兵器彼女　第4巻

第8話「みんな変わっていく」
第9話「アケミ」
第10話「…そして」
特典：加藤充子監督/月野正志プロデューサーインタ
ビュー

82 2002 加瀬充子 日本 T0555

TV 最終兵器彼女　第5巻

第11話「2人だけの刻」
第12話「ラブ・ソング」
最終話「そして、ぼくたちは恋していく」
特典：高橋しん（原作）インタビュー、ファンイベントin
東京ダイジェスト

88 2002 加瀬充子 日本 T0556

TV サイボーグ００９　バトルアライブ　第1巻
第1話「誕生」
第2話「脱出」
第3話「閃光の暗殺者」

75 2001 川越淳 日本 BT018 01

TV サイボーグ００９　バトルアライブ　第2巻
第4話「死闘の果てに」
第5話「鋼鉄の涙」
第6話「消えた博士を追え!」

75 2001 川越淳 日本 BT018 02

TV サイボーグ００９　バトルアライブ　第3巻
第7話「見えない敵を撃て」
第8話「トモダチ」
第9話「深海の悪魔」

75 2001 川越淳 日本 BT018 03

TV サイボーグ００９　バトルアライブ　第4巻
第10話「オーロラ作戦」
第11話「幻影の聖夜」
第12話「なぞの無人島」

75 2001 川越淳 日本 BT018 04

TV サイボーグ００９　バトルアライブ　第5巻
第13話「倫敦の霧」
第14話「再会の地で」
第15話「さらば友よ」

75 2001 川越淳 日本 BT018 05

TV サイボーグ００９　バトルアライブ　第6巻
第16話「突入」
第17話「決戦」
第18話「張々湖飯店奮闘記」

75 2001 川越淳 日本 BT018 06

TV サイボーグ００９　バトルアライブ　第7巻
第19話「英雄の条件」
第20話「まぼろしの犬」
第21話「悪の化石」

75 2001 川越淳 日本 BT018 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。 1/46



【DVD】さしすせそ ※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 サイボーグ００９　バトルアライブ　第8巻
第22話「神々の来襲」
第23話「そびえ立つ神話」
第24話「アルテミス」

75 2001 川越淳 日本 BT018 08

TV サイボーグ００９　バトルアライブ　第9巻
第25話「ミュートス、終章」
第26話「ギルモアノート」
第27話「小さな来訪者」

75 2001 川越淳 日本 BT018 09

TV サイボーグ００９　第２章　地上より永遠に　第1巻
第28話「闘いの未来」
第29話「青いけもの」
第30話「未来都市」

76 2001 川越淳 日本 BT019 01

TV サイボーグ００９　第２章　地上より永遠に　第2巻
第31話「怪物島」
第32話「機々械々」
第33話「結晶時間」

76 2001 川越淳 日本 BT019 02

TV サイボーグ００９　第２章　地上より永遠に　第3巻
第34話「ファラオウイルス」
第35話「風の都」
第36話「凍る大地」

76 2001 川越淳 日本 BT019 03

TV サイボーグ００９　第２章　地上より永遠に　第4巻
第37話「星祭りの夜」
第38話「黒い幽霊団」
第39話「ミュータント戦士編（1）新たなる刺客」

76 2001 川越淳 日本 BT019 04

TV サイボーグ００９　第２章　地上より永遠に　第5巻

第40話「ミュータント戦士編（2）シンクロワープ－同調
跳躍－」
第41話「ミュータント戦士編（3）悪魔の未来」
第42話「ミュータント戦士編（4）明日へ…」

76 2001 川越淳 日本 BT019 05

TV サイボーグ００９　第２章　地上より永遠に　第6巻
第43話「地底帝国ヨミ編（1）異変」
第44話「地底帝国ヨミ編（2）バン･ボグート」
第45話「地底帝国ヨミ編（3）さよなら、ドルフィン」

76 2001 川越淳 日本 BT019 06

TV サイボーグ００９　第２章　地上より永遠に　第7巻
第46話「地底帝国ヨミ編（4）地底へ！」
第47話「地底帝国ヨミ編（5）魔神、発動」
第48話「地底帝国ヨミ編（6）地上より永遠に」

76 2001 川越淳 日本 BT019 07

TV サイボーグ００９　傑作選

第2話「Ｘの挑戦」
第16話「太平洋の亡霊」
第24話「非情な挑戦者」
第26話「平和の戦士は死なず」

98 1968 芹川有吾 他 日本 BT017 02

映画 西遊記 本編 88 1960
薮下泰司、
手塚治虫、
白川大作

日本 M034

その他 さくらとサクリン ～雑木林のひみつ～ 本編 17 2015 本多敏行 日本 S110

※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。 2/46



【DVD】さしすせそ ※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 ザグレブ・フィルム作品集

1「銀行ギャング」
2「孤独」
3「ピッコロ」
4「月世界の牛」
5「代用品」
6「戦争ごっこ」
7「ワン・ワン」
8｢エレジー｣
9｢ハエ｣
10｢ケロケロ！｣
11｢赤き死の仮面｣
12｢猫｣
13「マキシ・キャット」
14「日記」
15「内側と外側」
16「夢見る人形」
17「お出かけ!!」
18「パラノイア」
作品解説、プロフィール

143
1958
～1992

クロアチア A042

OVA
THE COCKPIT
（ザコックピット）

Vol.1「成層圏気流」
Vol.2「音速雷撃隊」
Vol.3「鉄の竜騎兵」
特典：松本零士＆３監督インタビュー映像、松本零士
カラーイラスト、設定資料

72+20 1993
川尻善昭、
今西隆志、
高橋良輔

日本 O054

TV サスケ　第2巻

第五話「人喰魚」
第六話「竜神」
第七話「まぼろしの母」
第八話「九鬼一族」
特典：サスケのふるさと　其の弐、貸本屋の時代と白
土三平（後編）

101+6 1968 鳥居宥之 他 日本 T0184

TV サスケ　第3巻

第九話「人買い」
第十話「鬼姫」
第十一話「闇笛」
第十二話「砂地獄」
特典：シノプシス、絵コンテ

101 1968 鳥居宥之 他 日本 T0185

TV サスケ　第4巻

第十三話「百鬼示現斉」
第十四話「忍術対幻術」
第十五話「四つの命」
第十六話「赤い雨」
特典：原画紹介

101 1968 鳥居宥之 他 日本 T0186

※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。 3/46



【DVD】さしすせそ ※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 サスケ　第5巻

第十七話「霧消し」
第十八話「霧隠才蔵」
第十九話「回転稲妻斬り」
第二十話「縄張り」
特典：「サスケの出来るまで」その壱

101+7
1968、
1969

鳥居宥之 他 日本 T0187

TV サスケ　第6巻

第二十一話「おとし穴」
第二十二話「隠れ里」
第二十三話「すがる谷」
第二十四話「吹雪の愛」
特典：「サスケの出来るまで」その弐

101+9 1969 鳥居宥之 他 日本 T0188

TV サスケ　第7巻

第二十五話「影ぬい」
第二十六話「白い鹿」
第二十七話「不死身の男」
第二十八話「おぼろ影」
第二十九話「走れ！サスケ」
特典：「サスケの出来るまで」その参、「サスケ　海外
版」

127+21 1969 鳥居宥之 他 日本 T0189

映画 ザ★ドラえもんズ　おかしなお菓子なオカシナナ？
注：「ドラミちゃん　アララ少年山賊団！」の項をご覧く
ださい

18 1999 米谷良知 日本 M041

映画 ザ★ドラえもんズ　怪盗ドラパン 謎の挑戦状！
注：「ドラえもん ぼく、桃太郎のなんなのさ」の項目を
ご覧ください

30 1997 神田武幸 日本 M166

映画 ザ★ドラえもんズ　ドキドキ機関車大爆走！
注：「２１エモン　宇宙（そら）いけ！　裸足のプリンセ
ス」の項目をご覧ください

15 2000 錦織博 日本 M042

TV 佐武と市捕物控　第1巻

第1話「三匹の狂犬」
第2話「反逆者」
第3話「般若」
第4話「大江戸暮色」
第5話「女スリを追え」

128 1968
りんたろう、
真崎守 他

日本 BT064 01

TV 佐武と市捕物控　第2巻

第6話「死を呼ぶ子守唄」
第7話「涙の逆手斬り」
第8話「魔の当りくじ」
第9話「恐怖の島送り」
第10話「地獄の掟」

129 1968
りんたろう、
真崎守 他

日本 BT064 02

TV 佐武と市捕物控　第3巻

第11話「うらみの天保銭」
第12話「首のない死体」
第13話「黒い寺」
第14話「荒野の魔犬シャマイクル」
第15話「大江戸番外地」

129
1968
～1969

りんたろう、
真崎守 他

日本 BT064 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。 4/46



【DVD】さしすせそ ※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 佐武と市捕物控　第4巻

第16話「捕物無情」
第17話「しぐれの降る夜」
第18話「なみだの縁切り榎」
第19話「子守やくざ」
第20話「うらみ」

128 1969
りんたろう、
真崎守 他

日本 BT064 04

TV 佐武と市捕物控　第5巻

第21話「魔窟の罠」
第22話「美しい獲物」
第23話「あいつを殺した子守唄」
第24話「呪いの赤猫」
第25話「涙の花吹雪」

129 1969
りんたろう、
真崎守 他

日本 BT064 05

TV 佐武と市捕物控　第6巻

第26話「血煙り街道」
第27話「地獄の用心棒」
第28話「殺しの追跡」
第29話「座頭殺し」
第30話「野良犬の唄」

129 1969
りんたろう、
真崎守 他

日本 BT064 06

TV 佐武と市捕物控　第7巻

第31話「神かくし」
第32話「斬らせて戴きます」
第33話「母のない子の子守唄」
第34話「暗い殺しの夜が来る」
第35話「稲妻小僧参上」

129 1969
りんたろう、
真崎守 他

日本 BT064 07

TV 佐武と市捕物控　第8巻

第36話「やっと見つけた親の仇」
第37話「大江戸最大の捕物」
第38話「市を殺らせ!」
第39話「だだっ子道中」
第40話「三千両に手を出すな」

129 1969
りんたろう、
真崎守 他

日本 BT064 08

TV 佐武と市捕物控　第9巻

第41話「ふたっ星の鈴はよぶ」
第42話「旅は道づれ」
第43話「まぼろしが私を殺す」
第44話「笛吹けば女が消える」
第45話「人斬り一代」
第46話「男一匹闇を斬る」

155 1969
りんたろう、
真崎守 他

日本 BT064 09

TV 佐武と市捕物控　第10巻

第47話「これが男というものさ」
第48話「猫が知っている」
第49話「飛びこんだ若様」
第50話「男涙の土俵入り」
第51話「人の情のある限り」
第52話「江戸の太陽」

154 1969
りんたろう、
真崎守 他

日本 BT064 10

映画 サマーウォーズ 本編 115 2009 細田守 日本 M214 01

TV サムライ７　第1巻
第一話「斬る!」
第二話「喰う!」
映像特典

50+α 2004 滝沢敏文 日本 T0486

※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。 5/46



【DVD】さしすせそ ※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 サムライ７　第2巻
第三話「ご冗談を!」
第四話「参る!」
映像特典

50+α 2004 滝沢敏文 日本 T0487

TV サムライ７　第3巻
第五話「お粗末!」
第六話「任せろ!」
映像特典

50+α 2004 滝沢敏文 日本 T0488

TV サムライ７　第4巻
第七話「癒す!」
第八話「怒る!」
映像特典

50+α 2004 滝沢敏文 日本 T0489

TV サムライ７　第5巻
第九話「真っ二つ!」
第十話「集う!」
映像特典

50+α 2004 滝沢敏文 日本 T0490

TV サムライ７　第6巻
第十一話「やって来た!」
第十二話「わめく!」
映像特典

50+α 2004 滝沢敏文 日本 T0491

TV サムライ７　第7巻
第十三話「撃つ!」
第十四話「暴れる!」
映像特典

50+α 2004 滝沢敏文 日本 T0492

TV サムライ７　第8巻
第十五話「ずぶ濡れ!」
第十六話「死す!」
映像特典

50+α 2004 滝沢敏文 日本 T0493

TV サムライ７　第9巻
第十七話「刈る!」
第十八話「潜る!」
映像特典

50+α 2004 滝沢敏文 日本 T0494

TV サムライ７　第10巻
第十九話「叛く!」
第二十話「着替える!」
映像特典

50+α 2004 滝沢敏文 日本 T0495

TV サムライ７　第11巻
第二十一話「たわけ!」
第二十二話「ひっぱたく!」
映像特典

50+α 2004 滝沢敏文 日本 T0496

TV サムライ７　第12巻
第二十三話「うそつき!」
第二十四話「契る!」
映像特典

50+α 2004 滝沢敏文 日本 T0497

TV サムライ７　第13巻
第二十五話「堕ちる!」
第二十六話「植える!」
映像特典

50+α 2004 滝沢敏文 日本 T0498

TV サムライチャンプルー　第1巻
#1「疾風怒濤」
#2「百鬼夜行」

48 2004 渡辺信一郎 日本 T0463

TV サムライチャンプルー　第2巻
#3「以心伝心 其ノ一」
#4「以心伝心 其の二」

48 2004 渡辺信一郎 日本 T0464

TV サムライチャンプルー　第3巻
#5「馬耳東風」
#6「赤毛異人」

48 2004 渡辺信一郎 日本 T0465

※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。 6/46



【DVD】さしすせそ ※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 サムライチャンプルー　第4巻
#7「四面楚歌」
#8「唯我独尊」

48 2004 渡辺信一郎 日本 T0466

TV サムライチャンプルー　第5巻
#9「魑魅魍魎」
#10「以毒制毒」

48 2004 渡辺信一郎 日本 T0467

TV サムライチャンプルー　第6巻
#11｢堕落天使｣
#12｢温故知新｣

48 2004 渡辺信一郎 日本 T0563

TV サムライチャンプルー　第7巻
#13「暗夜行路 其ノ壱」
#14「暗夜行路 其ノ弐」

48 2004 渡辺信一郎 日本 T0468

TV サムライチャンプルー　第8巻
#15「徹頭徹尾」
#16「酔生夢死 ひと夢」

48 2004 渡辺信一郎 日本 T0469

TV サムライチャンプルー　第9巻
#17「酔生夢死 ふた夢」
#18「文武両道」

48
2004
～2005

渡辺信一郎 日本 T0470

TV サムライチャンプルー　第10巻
#19｢因果応報｣
#20｢悲歌慷慨其之壱｣

48 2005 渡辺信一郎 日本 T0564

TV サムライチャンプルー　第11巻
#21「悲歌慷慨 其之弐」
#22「怒髪衝天」

48 2005 渡辺信一郎 日本 T0471

TV サムライチャンプルー　第12巻
#23「一球入魂」
#24「生死流転 其之壱」

48 2005 渡辺信一郎 日本 T0472

TV サムライチャンプルー　第13巻
#25「生死流転 其之弐」
#26「生死流転 其之参」

48 2005 渡辺信一郎 日本 T0473

TV
SAMURAI DEEPER KYO　第1巻
（サムライディーパーキョウ）

第1話「アルマゲドンの行方」
第2話「賞金首の男」
第3話「紅きミラージュ」

74 2002 西村純二 日本 T0603

TV
SAMURAI DEEPER KYO　第2巻
（サムライディーパーキョウ）

第4話「忍び寄るナイトメア」
第5話「アサシンの涙」
第6話「ヒビヤ･ベイの決闘」

74 2002 西村純二 日本 T0604

TV
SAMURAI DEEPER KYO　第3巻
（サムライディーパーキョウ）

第7話「慶長バトルロイヤル」
第8話「デモンスピア哭く」
第9話「微笑のブラインド」

74 2002 西村純二 日本 T0605

TV
SAMURAI DEEPER KYO　第4巻
（サムライディーパーキョウ）

第10話「冷血のイリュージョン」
第11話「漆黒のフラッシュ･バック」
第12話「ディープ･フォレストからきた少年」

74 2002 西村純二 日本 T0606

TV
SAMURAI DEEPER KYO　第5巻
（サムライディーパーキョウ）

第13話「クロスする魂たち」
第14話「サタン再び」
第15話「我が友 レッド<紅虎>タイガー」

74 2002 西村純二 日本 T0607

TV
SAMURAI DEEPER KYO　第6巻
（サムライディーパーキョウ）

第16話「完璧なるビクトリー」
第17話「少女たちのシークレット･トーク」
第18話「ナースな悪魔❤」

74 2002 西村純二 日本 T0608

TV
SAMURAI DEEPER KYO　第7巻
（サムライディーパーキョウ）

第19話「サンダーボルト斬撃」
第20話「アブソリュートゼロの彼方へ」
第21話「地獄のミブ･キャッスル」

74 2002 西村純二 日本 T0609

※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。 7/46



【DVD】さしすせそ ※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
SAMURAI DEEPER KYO　第8巻
（サムライディーパーキョウ）

第22話「機械仕掛けのドールズ」
第23話「灼熱のエクスタシー」
第24話「ラストムラマサ覚醒」

74 2002 西村純二 日本 T0610

TV
SAMURAI DEEPER KYO　第9巻
（サムライディーパーキョウ）

第25話「タキオンを超える者」
第26話「SAMURAIはバラードをうたう」

49 2002 西村純二 日本 T0611

OVA サヨナラ、みどりが池～飛べ！凧グライダー！！～ 本編 35 2003 くずおかひろし 日本 O004

映画 さらば宇宙戦艦ヤマト 愛の戦士たち
本編：初公開時の最後テロップ復刻
特典：劇場用予告編

155 1978 松本零士 日本 M092

TV さるとびエッちゃん　第1巻

第1話「おかしな転校生」
第2話「わたスのおうち」
第3話「ママのさんかん日」
第4話「運動会がはじまるよー/ああ友情」
第5話「ヨチヨチあばば」

125 1971 芹川有吾 他 日本 BT063 01

TV さるとびエッちゃん　第2巻

第6話「ブクよいずこ/二人はしあわせ」
第7話「星から来た少年」
第8話「近くて遠いふるさと」
第9話「さよならとサヨナラ」
第10話「お母さんの手」

124 1971 芹川有吾 他 日本 BT063 02

TV さるとびエッちゃん　第3巻

第11話「チビはチビでも」
第12話「クリスマスだいすき」
第13話「雪山賛歌」
第14話「ここほれワンワン/たのしくやろうエッちゃん
かるた」
第15話「わが愛しのメリイ」

124
1971
～1972

芹川有吾 他 日本 BT063 03

TV さるとびエッちゃん　第4巻

第16話「わたスの動物語教室」
第17話「七色の夢映画の夢」
第18話「オニはそと!ブクはうち!」
第19話「ブクとチビマル」
第20話「父ちゃんの家庭科」

124 1972 芹川有吾 他 日本 BT063 04

TV さるとびエッちゃん　第5巻

第21話「おかしなおかしなお手伝いさん」
第22話「ああ、神様!」
第23話「夢みる少女」
第24話「小さなお庭」
第25話「狼少女エツ子」
第26話「二人のエッコ」

147 1972 芹川有吾 他 日本 BT063 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。 8/46



【DVD】さしすせそ ※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 ざんねんないきもの事典　第1巻

第1話
「コアラはユーカリにふくまれる猛毒のせいで一日中寝ている」 「テントウ
ムシは鳥がはき出すほどまずい」 ♪「ウォンバットのうんこは四角い」
第2話
♪「アライグマは食べ物をあらわない」 「サバクツノトカゲはピンチになる
と、目から血を出す」 「オカモノアラガイは病気になるとキャラが変わる」
第3話
♪「フクロウナギはたまにアゴが外れて死ぬ」 「コウテイペンギンは2か月
間、足の上で卵を温め続ける」 「クシケアリはノリノリで敵を巣に持ち帰
る」
第4話
「バビルサのツノのように見えるのは、上あごのキバ」 ♪「バンは弟や妹
の世話につかれて家出する」 「ラッコはお気に入りの石をなくすとごはん
が食べられなくなる」
第5話
「クジャクグモのオスはダンスが下手だとメスに食べられる」 ♪「アルマジ
ロの9割はボールになれない」 「リュウグウノツカイは、体の半分を食べら
れてもしかたないと思っている」
第6話
「キリンもウマもたまたま現在の姿になった」 「ピンチは進化のチャンスで
ある(ガ)」 ♪「進化のうた」
第7話
「ウミイグアナはくしゃみをすると塩が出る」 「ハチドリはつねに蜜をなめて
いないと餓死する」 ♪「うまれたばかりのゾウは長い鼻をもてあます」
第8話
「ワニが口を開く力はおじいちゃんの握力に負ける」 ♪「オシドリの夫婦は
じつは毎年相手が違う」 「バットフィッシュはたらこ唇でえものをおびきよ
せる」
第9話
「メガネザルは目玉が大きすぎて動かせない」 「トナカイのオスのツノはク
リスマスまでもたない」 ♪「ムシクソハムシはうんこに囲まれて育つ」
「クマサカガイのしゅみはがらくた集め」
第10話
「カカポは太りすぎて飛べなくなった」 「キツネの子どもは聞き分けが悪
い」 ♪「マンボウの99.99%はおとなになれない」

50 2018 徳永真利子 日本 T1003

※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。 9/46



【DVD】さしすせそ ※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 ざんねんないきもの事典　第2巻

第11話
「シマリスのしっぽはかんたんに切れるが、再生はしない」 「ニュウドウカ
ジカは陸にあげられるとおじさんっぽくなる」 ♪「カピバラはおしりをグリグ
リされると寝てしまう」
第12話
♪「マナティーはしょっちゅうおならをする」 「キリンの熟睡時間は超短い」
「カメムシは、自分のにおいがくさすぎて気絶する」
第13話
「カは血なんかすいたくない」 ♪「サーバルは耳がよすぎて狩りができな
いことがある」 「ザリガニは食べ物で体の色が変わる」
第14話
「ゴリラは知能が発達しすぎて下痢ぎみ」 「チンアナゴのケンカはしょぼ
い」 ♪「カタカケフウチョウはなぞの生命体に変身して愛を伝える」
第15話
「フンコロガシはくもりの日はまっすぐ歩けない」 ♪「エリマキトカゲはえり
まきを広げていかくするが、効果がないとにげ出す」 「イイズナは巨大な
敵にケンカを売って、たまに食べられる」
第16話
「ウーパールーパーは水が少なくなるとかわいくなくなる」 ♪「カバはうん
こを道しるべにする」 「カブトムシはけがをしたら、もう治らない」
第17話
♪「ハリセンボンはふくらむと泳げないしごはんも食べられない」 「ミユビ
ナマケモノのおやつは体に生えたコケ」 「ティラノサウルスは肉の食べす
ぎで病気になった」
第18話
「弱いニワトリは鳴きたくても鳴けない」 「ほとんどのホタルは光らない」
♪「一匹オオカミは弱い」
第19話
♪「アベコベガエルは成長するほど、どんどん小さくなる」 「セイウチは魚
の小骨が苦手」 「キンギョはざつに飼うとフナになる」
第20話
「ダチョウは脳みそが目玉より小さい」 「チンパンジーは自分で自分をくす
ぐって笑う」 ♪「キンチャクガニの武器はハサミではなくポンポン」

50 2019 青木純 日本 T1004

アート G9+1のナントカ天国

ACT-1 『鬼の天国』鈴木伸一
ACT-2 『オイラの天国』福島治
ACT-3 『メガロポリスの天国』島村達雄
ACT-4 『凸凹天国』一色あづる
ACT-5 『序説・天国街道寄道地獄』大井文雄
ACT-6 『妄想天国』きらけいぞう
ACT-7 『台風天国』和田敏克
ACT-8 『美人画天国』西村緋祿司
ACT-9 『天国前 -My Heavenly Path-』古川タク
ACT-10 『アニマル天国』ひこねのりお

22 2016

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 A083

※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】さしすせそ ※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
Genius Party
（ジーニアスパーティー）

本編：
#1「GENIUS PARTY」
#2「上海大竜」
#3「デスティック・フォー」
#4「ドアチャイム」
#5「LIMIT CYCLE」
#6「夢みるキカイ」
#7「BABY BULE」

102 2007

福島敦子、
河森正治、
木村真二、
福山庸治、
二村秀樹、
湯浅政明、
渡辺信一郎

日本 M180 01

OVA 地獄先生ぬ～べ～ THE OVA

第1作「地獄先生ぬ～べ～ 決戦！陽神の術VS壁男」
第2作「地獄先生ぬ～べ～ なぞなぞ七不思議・ブキミ
ちゃん」
第3作「地獄先生ぬ～べ～ 史上最大の激戦！絶鬼
来襲!!」

97
1998
～1999

中村哲治、
山田徹、
貝澤幸男

日本 O062

アート 死者の書
「ひさかたの天二上」
「死者の書」
特典：メイキング オブ「死者の書」

84+47
2005、
2006

川本喜八郎 日本 A068

その他 したのや遺跡 縄文物語 本編 12 2015 本多敏行 日本 S108

映画 シックス・エンジェルズ
本編
特典：公開初日舞台挨拶、劇場版予告編、パイロット
版 他

95 2002 小林誠 日本 M279

※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。 11/46



【DVD】さしすせそ ※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 ジブリがいっぱいSPECIAL　ショートショート

「そらいろのたね」
「なんだろう」
「On Your Mark」
「「スタジオジブリ原画展」TVスポット」
「「火垂るの墓」金曜ロードショー放送告知スポット」
「「金曜ロードショー」オープニング」
「オンラインショッピングモール「SHOP-ONE」告知ス
ポット」
「アサヒ飲料「旨茶」CM」
「「三鷹の森ジブリ美術館」チケット販売告知スポット」
「LAWSON「千と千尋の神隠し」チケット販売告知ス
ポット」
「LAWSON「千と千尋の神隠し」DVD販売告知スポッ
ト」
「ハウス食品「猫の恩返し」キャンペーンCM」
「りそな銀行企業CM」
「ハウス食品「おうちで食べよう。」シリーズCM夏バー
ジョン」
「ハウス食品「おうちで食べよう。」シリーズCM冬バー
ジョン」
「KNBユメデジPRスポット」
「読売新聞企業CM 瓦版編」
「読売新聞企業CM どれどれ引越し編」
「どれどれの唄」
「ポータブル空港」
「space station No.9」

42
1992
～2005

宮崎駿、
近藤喜文、
百瀬義行、
田辺修、
稲村武志、
橋本晋治

日本 S011

OVA ジャイアントロボ THE ANIMATION 地球が静止する日　第1巻
EPISODE:1「黒いアタッシュケース」
EPISODE:2「バシュタール惨劇」

100+a
1992
～1993

今川泰宏 日本 BO010 01

OVA ジャイアントロボ THE ANIMATION 地球が静止する日　第2巻

EPISODE:3「発令！電磁ネットワイヤー作戦 上海に
堕つ…」
EPISODE:4「豪傑たちの黄昏 ～勝利の鐘、未だ響か
ず～」

84+a
1993
～1994

今川泰宏 日本 BO010 02

OVA ジャイアントロボ THE ANIMATION 地球が静止する日　第3巻

EPISODE:5「真実のバシュタール！～過ぎ去りし少年
のあの日々…～」
EPISODE:6「罪と罰 ～全てはビッグファイアのために
～」

95+a
1994
～1995

今川泰宏 日本 BO010 03

OVA ジャイアントロボ THE ANIMATION 地球が静止する日　第4巻 LAST EPISODE「大団円 ～散りゆくは、美しき幻の夜 59+a 1998 今川泰宏 日本 BO010 04

TV ジャム・ザ・ハウスネイル

第1話「ジャム、ピペに会う」
第2話「ジャムの音楽会」
第3話「ジャムのキノコ狩り」
第4話「ジャムのうそ」
第5話「ジャム、アンに会う」

28 野村辰寿 日本 T0096

※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。 12/46



【DVD】さしすせそ ※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 じゃりん子チエ 本編 110 高畑勲 日本 M099 01
映画 ジャングル大帝 本編 75 1966 山本暎一 日本 BM003 03

TV ジャングル大帝　第1巻

第1話「行けパンジャの子」
第2話「砂漠の風」
第3話「動物学校」
第4話「猛牛サムソン」
第5話「まぶたの大陸」
特典：本放映初期版オープニング(提供表示入り・歌
詞版)

138 1965 山本暎一 他 日本 BT047 01

TV ジャングル大帝　第2巻

第6話「飢えたサバンナ」
第7話「ドンガの決斗」
第8話「気ちがい雲」
第9話「翼ある王者」
第10話「ふたつの心」
特典：中期以降版オープニング(提供表示なし・歌詞

135 1965 山本暎一 他 日本 BT047 02

TV ジャングル大帝　第3巻

第11話「コンガ狩猟区(前篇)」
第12話「コンガ狩猟区(後篇)」
第13話「密林の大合唱」
第14話「アンドロクレス物語」
第15話「卵・卵・卵」
特典：中期以降版オープニング(提供表示なし・ハミン
グ版　別タイプ)

130
1965
～1966

山本暎一 他 日本 BT047 03

TV ジャングル大帝　第4巻

第16話「燃える河」
第17話「不気味な青蛇」
第18話「ベラと勲章」
第19話「開かずの小屋」
第20話「レストラン騒動」
特典：完全ノンテロップ版オープニング(ハミング版)

131 1966 山本暎一 他 日本 BT047 04

TV ジャングル大帝　第5巻

第21話「帰えって来たサンデイ」
第22話「バーシィとっつあん」
第23話「大怪虫」
第24話「森のマミー」
第25話「小象ジャンボ」
特典：再放送版オープニング(ハミング版)、エンディン
グ・ロング・バージョン

133 1966 山本暎一 他 日本 BT047 05

TV ジャングル大帝　第6巻

第26話「平和の肉」
第27話「悲しいカメレオン」
第28話「山猫ミュー」
第29話「食獣花アラウネ」
第30話「追跡旅行」
特典：「サンヨーカラーテレビ劇場」タイトル、CM「サン
ヨー　ジャングル大帝の歌」

136 1966 山本暎一 他 日本 BT047 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。 13/46



【DVD】さしすせそ ※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 ジャングル大帝　第7巻

第31話「死人洞の謎」
第32話「最后の密猟者」
第33話「牙なしヒューク事件」
第34話「黒豹トットの逆襲(前編)」
第35話「黒豹トットの逆襲(後編)」
特典：ミュージカルシーン「ジャングル工事」絵コンテ
(第34話・静止画)

132 1966 山本暎一 他 日本 BT047 07

TV ジャングル大帝　第8巻

第36話「マスク谷の怪物」
第37話「ほえる魔像」
第38話「火山湖島」
第39話「狂気の季節」
第40話「草原の暴れん坊」
特典：サンヨー洗濯機「ママトップ」CM

133 1966 山本暎一 他 日本 BT047 08

TV ジャングル大帝　第9巻

第41話「さすらいの死神」
第42話「わんぱく作戦」
第43話「怒りのチミセット」
第44話「虹の谷」
第45話「まぼろしの山」
第46話「町から来たジェーン」
特典：劇場版予告CM音声(60、30、15秒版の3種)

160 1966 山本暎一 他 日本 BT047 09

TV ジャングル大帝　第10巻

第47話「まだらグモ」
第48話「赤い牙」
第49話「朝日をまねく木」
第50話「冒険家オットー」
第51話「ナイルの大神殿」
第52話「人食いライオン」
特典：再現エンディング(第5話以降の本放映歌詞版)

159 1966 山本暎一 他 日本 BT047 10 

TV ジャングル大帝 進めレオ！　第1巻

第1話「白い王者」
第2話「大草原の対決」
第3話「青いたてがみのザンバ」
第4話「ピグミーの死の祭り」
第5話「ルネの冒険旅行」
特典：提供ノンテロップ版オープニング

133 1966 山本暎一 他 日本 BT047 11

TV ジャングル大帝 進めレオ！　第2巻

第6話「巨獣ドンベ」
第7話「黄金の弓」
第8話「月光石の秘密」
第9話「恐怖の島」
第10話「リカオンは啼かず」
特典：エンド・カット（三洋電機「乾電池レオ」CM）

131 1966 山本暎一 他 日本 BT047 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。 14/46



【DVD】さしすせそ ※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 ジャングル大帝 進めレオ！　第3巻

第11話「パンジャ　街へ行く」
第12話「密猟者の森」
第13話「ルバー谷の決斗」
第14話「吠える氷河」
第15話「ひとりぼっちの墓」
特典：静止画/『ジャングル大帝』かるた　箱＋23枚）

131
1966
～1967

山本暎一 他 日本 BT047 13

TV ジャングル大帝 進めレオ！　第4巻

第16話「密林の黒い牙」
第17話「あくまの滝」
第18話「機関車そうどう」
第19話「石のとりで」
第20話「白い絶壁」
特典：静止画/『ジャングル大帝』かるた　22枚)

131 1967 山本暎一 他 日本 BT047 14

TV ジャングル大帝 進めレオ！　第5巻

第21話「ジャングルを売った奴」
第22話「ぞうの墓場」
第23話「銀色の狼」
第24話「火山島の冒険」
第25話「王城に陽は昇る」
第26話「ムーン山よ　永遠に」

157 1967 山本暎一 他 日本 BT047 15

TV ジャングル大帝　ベストセレクション白い獅子編
第1話「行けパンジャの子」
第8話「気ちがい雲」
第13話「密林の合唱」

80 1965 山本暎一 日本 T0002

OVA ジャングルはいつもハレのちグゥデラックス　第1巻
illusionI「新キャラ（ハートマーク）」
illusionII「人妻もデラックス」

25 2002 水島努 日本 O023

OVA ジャングルはいつもハレのちグゥデラックス　第2巻
illusionIII「ちょっと待って　マリィたん」
illusionIV「第二回」

26 2002 水島努 日本 O024

OVA ジャングルはいつもハレのちグゥデラックス　第3巻
illusionV「黒くて硬くててらてら光ってて暗くて狭くて
湿ったところが好きなわりに速いせーぶつ」
illusionVI「スキスキおじいさんバーサーカー」

26 2002 水島努 日本 O025

OVA ジャングルはいつもハレのちグゥデラックス　第4巻
illusionVII「トキメキぴよ2マイエンジェル」
illusionVIII「胸毛大陸」

27 2002 水島努 日本 O026

OVA ジャングルはいつもハレのちグゥデラックス　第5巻
illusionIX「傾向と対策」
illusionX「原因と結果」

30 2002 水島努 日本 O027

OVA ジャングルはいつもハレのちグゥデラックス　第6巻

illusionXI「DOGGIE AND BUNNY（前編）」
illusionXII「DOGGIE AND BUNNY（後編）」
特典：ノンテロップオープニング＆エンディング、次回
予告

36 2002 水島努 日本 O028

※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。 15/46



【DVD】さしすせそ ※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 上海美術電影作品集　第1巻

1「おたまじゃくしがお母さんを探す」
2「牧笛」
3「ナーザの大暴れ」
4「三人の和尚」
5「猿と満月」

123
1960
～1981

盛特緯、
王樹忱、
厳定憲、
徐景達、
阿達、
周克勤

中国 A024

アート 上海美術電影作品集　第2巻

1「鹿鈴」
2「しぎと烏貝が相争う」
3「蝴蝶の泉」
4「火童」
5「鹿を救った少年」
6「琴と少年」

119
1982
～1988

唐澄、
鄔強、
胡進慶、
徐景達、
常光希、
王柏栄、
林文肖、
盛特緯、
閻善春、
馬克宜

中国 A025

OVA 獣兵衛忍風帖
本編
特典：劇場版オリジナル予告、テレビスポット、設定
資料集(静止画)

91 1993 川尻義昭 日本 O001

TV 獣兵衛忍風帖　龍宝玉篇　第1巻

第1話「かくれ里無惨」
第2話「旅立ち」
第3話「邪恋慟哭」
第4話「割れた宝玉」

96＋55 2003 佐藤竜雄 日本 T0726

TV 獣兵衛忍風帖　龍宝玉篇　第2巻
第5話「金剛童子」
第6話「雨宿り」
第7話「蕾」

72 2003 佐藤竜雄 日本 T0727

TV 獣兵衛忍風帖　龍宝玉篇　第3巻
第8話「煉獄昇天」
第9話「はらわたに龍」
第10話「ヒルコの真心」

72 2003 佐藤竜雄 日本 T0728

TV 獣兵衛忍風帖　龍宝玉篇　第4巻
第11話「柳生連夜」
第12話「王朝復活」
第13話「青天飄飄」

72 2003 佐藤竜雄 日本 T0729

映画 シュガー・ラッシュ
本編
特典：短編アニメーション「紙ひこうき」

102+a 2012 リッチ・ムーア アメリカ M272

アート じょうじなまはげ 本編 30 1998
イワモトケン
チ、

日本 A036

TV 少女革命ウテナ　第1巻

第1話「薔薇の花嫁」
第2話「誰がために薔薇は微笑む」
第3話「舞踏会の夜に」
第4話「光さす庭･プレリュード」
第5話「光さす庭･フィナーレ」

121 1997 幾原邦彦 日本 T0368

※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。 16/46



【DVD】さしすせそ ※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 少女革命ウテナ　第2巻

第6話「七実様御用心!」
第7話「見果てぬ樹璃」
第8話「カレーなるハイトリップ」
第9話「永遠があるという城」
第10話「七実の大切なもの」

121 1997 幾原邦彦 日本 T0369

TV 少女革命ウテナ　第3巻

第11話「優雅に冷酷・その花を摘む者」
第12話「たぶん友情のために」
第13話「描かれる軌跡」
第14話「黒薔薇の少年たち」
第15話「その梢が指す風景」

121 1997 幾原邦彦 日本 T0370

TV 少女革命ウテナ　第4巻

第16話「幸せのカウベル」
第１7話「死の棘」
第18話「みつるもどかしさ」
第19話「今は亡き王国の歌」
第20話「若葉繁れる」

120 1997 幾原邦彦 日本 T0371

TV 少女革命ウテナ　第5巻

第21話「悪い虫」
第22話「根室記念館」
第23話「デュエリストの条件」
第24話「七実様秘密日記」
第25話「ふたりの永遠黙示録」

122 1997 幾原邦彦 日本 T0372

TV 少女革命ウテナ　第6巻

第26話「幹の巣箱（光さす庭・アレンジ）」
第27話「七実の卵」
第28話「闇に囁く」
第29話「空より淡き瑠璃色の」
第30話「裸足の少女」

121 1997 幾原邦彦 日本 T0373

TV 少女革命ウテナ　第7巻

第31話「彼女の悲劇」
第32話「踊る彼女たちの恋」
第33話「夜を走る王子」
第34話「薔薇の刻印」
第35話「冬のころ 芽ばえた愛」

121 1997 幾原邦彦 日本 T0374

TV 少女革命ウテナ　第8巻

第36話「そして夜の扉が開く」
第37話「世界を革命する者」
第38話「世界の果て」
第39話「いつか一緒に輝いて」
映像特典

109 1997 幾原邦彦 日本 T0375

映画 少年猿飛佐助 本編 83 1959
薮下泰司、
大工原章

日本 M035

TV 少年忍者風のフジ丸　傑作選

第1話「フジ丸参上」
第3話「風魔砦の対決」
第4話「追跡者」
第27話「忍法雷発の術」

107 1964 白川大作 他 日本 BT015 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。 17/46



【DVD】さしすせそ ※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 ジョルジュ・シュヴィツゲベル作品集

1「イカルスノ飛翔」
2「遠近法」
3「オフサイド」
4「フフランケンシュタインの恍愡」
5「78回転」
6「ナク―ニン」
7「絵画の主題」
8「破滅への歩み」
9「鹿の一年」
10「ジグザグ」
11「フーガ」
12「少女と雲」
13「影のない男」
作品解説、バイオグラフィー/ポスターギャラリー（全
て静止画）

66 
ジョルジュシュ
ヴィツゲベル

スイス A045

映画 白雪姫
本編
特典：音声解説

83+a 1937 デイヴィッド・ハンド アメリカ M273

映画 シリウスの伝説 本編 108 1981 波多正美 日本 M263

その他
Cirque le cœur
（シルクルクール）

本編 3
2013
～2015

ささきみつる 日本 S087

アート
シンキング　アンド　ドローイング
日本の新世紀アート・アニメーション

「蛾のいるところ」
「二層の葛」
「考える練習」
「ゆきどけ」
「診察室」
「部屋／形態」
「兎ガ怕イ」
「闇を見つめる羽根」
「怪談」
特典：「三つの海辺から」、「３つの雲」制作風景

78
1999
～2005

清家美佳 他 日本 A008

TV 新世紀エヴァンゲリオン　第1巻

第壱話「使徒、襲来」
第弐話「見知らぬ、天井」
第参話「鳴らない、電話」
第四話「雨、逃げ出した後」

95 1995 庵野秀明 日本 T0412

TV 新世紀エヴァンゲリオン　第2巻

第伍話「レイ、心のむこうに」
第六話「決戦、第3新東京市」
第七話「人の造りしもの」
第八話「アスカ、来日」

95 1995 庵野秀明 日本 T0413

TV 新世紀エヴァンゲリオン　第3巻

第九話「瞬間、心、重ねて」
第拾話「マグマダイバー」
第拾壱話「静止した闇の中で」
第拾弐話「奇跡の価値は」

95 1995 庵野秀明 日本 T0414

※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。 18/46



【DVD】さしすせそ ※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 新世紀エヴァンゲリオン　第4巻

第拾参話「使徒、侵入」
第拾四話「ゼーレ、魂の座」
第拾伍話「嘘と沈黙」
第拾六話「死に至る病、そして」

95
1995
～1996

庵野秀明 日本 T0415

TV 新世紀エヴァンゲリオン　第5巻

第拾七話「四人目の適格者」
第拾八話「命の選択を」
第拾九話「男の戦い」
第弐拾話「心のかたち、人のかたち」

95 1996 庵野秀明 日本 T0416

TV 新世紀エヴァンゲリオン　第6巻

第弐拾壱話「ネルフ、誕生」(OAフォーマット版)
第弐拾壱話「ネルフ、誕生」(ビデオフォーマット版)
第弐拾弐話「せめて、人間らしく」(OAフォーマット版)
第弐拾弐話「せめて、人間らしく」(ビデオフォーマット
版)

106 1996 庵野秀明 日本 T0417

TV 新世紀エヴァンゲリオン　第7巻

第弐拾参話「涙」(OAフォーマット版)
第弐拾参話「涙」(ビデオフォーマット版)
第弐拾四話「最後のシ者」(OAフォーマット版)
第弐拾四話「最後のシ者」(ビデオフォーマット版)

100 1996 庵野秀明 日本 T0418

TV 新世紀エヴァンゲリオン　第8巻
第弐拾伍話「終わる世界」
最終話「世界の中心でアイを叫んだけもの」
音声特典：5.1Ch BGM集 22曲

48 1996 庵野秀明 日本 T0419

映画 新世紀エヴァンゲリオン劇場版　DEATH(TRUE)2
本編
特典：トレーラー、プレビュー、ＴＶスポット、スクリプト

106 1998 庵野秀明 日本 M111 01

映画 新世紀エヴァンゲリオン劇場版　Air/まごころを、君に
本編
特典：トレーラー、TVスポット、スクリプト

90 1998 庵野秀明 日本 M111 02

TV 人造人間キカイダー　THE ANIMATION　第1巻
#1「孤独な人形」
#2「狂った機械」

46 2000 岡村天斎 日本 T0203

TV 新造人間キャシャーン　第1巻

第1話「不死身の挑戦者」
第2話「月光に勝利をかけろ」
第3話「廃虚の中に明日を呼べ」
特典：フォトギャラリー

80 1973 笹川ひろし 日本 BT024 01

TV 新造人間キャシャーン　第2巻

第4話「MF銃に怒りをこめろ」
第5話「戦いの灯を消すな」
第6話「疾風フレンダー」
第7話「英雄キケロへの誓い」
特典：フォトギャラリー

105 1973 笹川ひろし 日本 BT024 02

TV 新造人間キャシャーン　第3巻

第8話「野獣ロボが吠える」
第9話「戦火に響け協奏曲(コンチェルト)」
第10話「死の砂漠に命をかけろ」
第11話「悪魔の巨像」
特典：フォトギャラリー

105 1973 笹川ひろし 日本 BT024 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。 19/46



【DVD】さしすせそ ※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 新造人間キャシャーン　第4巻

第12話「鉄の悪党列車」
第13話「裏切りロボット五号」
第14話「キャシャーン無用の街」
第15話「復讐に小犬は駆ける」
特典：フォトギャラリー

105
1973
～1974

笹川ひろし 日本 BT024 04

TV 新造人間キャシャーン　第5巻

第16話「スワニー・愛の翼」
第17話「ロボット子守唄」
第18話「巨象対アンドロ軍団」
第19話「恐怖のピエロボット」
特典：フォトギャラリー

105 1974 笹川ひろし 日本 BT024 05

TV 新造人間キャシャーン　第6巻

第20話「死刑台のキャシャーン」
第21話「ロボット・ハイジャック」
第22話「脱走ロボット・ロメオ」
第23話「ロボット工場大脱出」
特典：フォトギャラリー

105 1974 笹川ひろし 日本 BT024 06

TV 新造人間キャシャーン　第7巻

第24話「バウンダーロボの挑戦」
第25話「不死身のキャシャーン」
第26話「キャシャーンの秘密」
第27話「消えたMF銃？」
特典：フォトギャラリー

105 1974 笹川ひろし 日本 BT024 07

TV 新造人間キャシャーン　第8巻

第28話「怒りの騎馬隊」
第29話「高熱ロボ・ネオタロス」
第30話「ロボ退治ナンバーワン」
第31話「新造人間を造る街」
特典：フォトギャラリー

105 1974 笹川ひろし 日本 BT024 08

TV 新造人間キャシャーン　第9巻

第32話「涙の電光パンチ」
第33話「スワニー危機一髪」
第34話「キャシャーン対ロボットエース」
第35話「地球最大の決戦」
特典：オープニング全バージョン、ノンテロップ・エン
ディング等

105 1974 笹川ひろし 日本 BT024 09

映画 新宝島 本編 53 1965 手塚治虫 日本 BM003 01

TV シンデレラ物語　第1巻

第1話「素敵なレディになりたい」
第2話「シロツメクサの夢」
第3話「憧れの王子さま」
第4話「素敵な私の王子さま」
第5話「夢のような出会い」

123 1996 笹川ひろし 日本 BT036 01

TV シンデレラ物語　第2巻

第6話「ぶどう園の秘密」
第7話「いんちき占い師」
第8話「魔法の笑顔とおまじない」
第9話「気になるあいつ」
第10話「悲しきバイオリン」

130 1996 笹川ひろし 日本 BT036 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。 20/46



【DVD】さしすせそ ※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 シンデレラ物語　第3巻

第11話「素敵な恋をしてみたい」
第12話「王子様、はじめまして！」
第13話「愛のゆくえ…消えたイザベル」
第14話「シャルル王子の秘密」
第15話「二人のシャルル王子」

123 1996  笹川ひろし 日本 BT036 03

TV シンデレラ物語　第4巻

第16話「お手伝いは王子さま」
第17話「小さな心に優しい気持ち」
第18話「不気味な絵描き」
第19話「盗賊団をやっつけろ」
第20話「幸せへの旅立ち」
第21話「お母さまの思い出」

147 1996 笹川ひろし 日本 BT036 04

TV シンデレラ物語　第5巻

第22話「シンデレラ危機一髪」
第23話「狙われた王子さま」
第24話「舞踏会への招待状」
第25話「幸せを呼ぶ靴」
第26話「幸せな結婚式」

124 1996 笹川ひろし 日本 BT036 05

映画 人狼　JIN－ROH 本編 98 1999 沖浦啓之 日本 M037

映画 スカイ・クロラ
本編
特典：「押井守監督重要証言映像集」 オーディオ・コ
メンタリー

122+a 2008 押井守 日本 M192

TV スカルマン　第1巻 第一夜「仮面が踊る街」 23+21 2007 もりたけし 日本 T0672 01

TV スカルマン　第2巻
第二夜「過去から来た男」
第三夜「深紅の雨は午後に降る」

46+a 2007 もりたけし 日本 T0673

TV スカルマン　第3巻
第四夜「散歩する幽霊」
第五夜「偽りの死角」

46+a 2007 もりたけし 日本 T0674

TV スカルマン　第4巻
第六夜「死神たちの宴」
第七夜「人獣使い師」

46+a 2007 もりたけし 日本 T0675

TV スカルマン　第5巻
第八夜「月光に乙女はささやく」
第九夜「穢れしものに祝福を」

46+a 2007 もりたけし 日本 T0676

TV スカルマン　第6巻
第十夜「サーカスは真夜中に嗤う」
第十一夜「闇よ、わが手を取りたまえ」

46+a 2007 もりたけし 日本 T0677

TV スカルマン　第7巻
第十二夜「血の聖夜」
第十三夜(最終夜)「黒い寓話～愛しきものは全て去り
ゆく」

46+a 2007 もりたけし 日本 T0678

OVA
Ski Jumping Pairs
（スキージャンプペア）

本編
特典：ペアジャンプと世界のハト、茂木アナウンサー

41 2003 真島理一郎 日本 O006

OVA
Ski Jumping Pairs 2
（スキージャンプペア）

本編
特典：荻原次晴 ペアジャンプを語る、ペアジャンプと
ハトの首、ジャンプネットましま、SJP2予告編

38+31 2004 真島理一郎 日本 O007

TV スクライド　第1巻
第1話「カズマ」
第2話「劉鳳」

50 2001 谷口悟朗 日本 T0891

※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。 21/46



【DVD】さしすせそ ※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 スクライド　第2巻
第3話「ホーリー」
第4話「ビッグ・マグナム」
第5話「桐生水守」

75 2001 谷口悟朗 日本 T0892

映画 涼宮ハルヒの消失 本編 164 2010 石原立也 日本 M217 01

TV スターオーシャンEX　第1巻
navigation1「時空転送」
navigation2「遭遇～コンタクト～」

44 2001 わたなべひろし 日本 T0638

TV スターオーシャンEX　第2巻
navigation3「魔石」
navigation4「紋章術師」
navigation5「空破斬」

68 2001 わたなべひろし 日本 T0639

TV スターオーシャンEX　第3巻
navigation6「双頭竜」
navigation7「異邦人」
navigation8「涙」

68 2001 わたなべひろし 日本 T0640

TV スターオーシャンEX　第4巻
navigation9「潮風」
navigation10「幽霊船」
navigation11「発明少女」

68 2001 わたなべひろし 日本 T0641

TV スターオーシャンEX　第5巻
navigation12「月光花」
navigation13「暴走」
navigation14「魔剣」

68 2001 わたなべひろし 日本 T0642

TV スターオーシャンEX　第6巻
navigation15「疑惑」
navigation16「少年」
navigation17「遺跡」

68 2001 わたなべひろし 日本 T0643

映画 スチームボーイ 本編 126+4 2004 大友克洋 日本 M038 01
映画 ストレンヂア 無皇刃譚 本編 102 2007 安藤真裕 日本 BM013 01

TV
SNOOPY BEST COLLECTION　第1巻
（スヌーピー）

1「スヌーピーとかぼちゃ大王」
2「スヌーピー、恋はつらいね」
3「いたずらスヌーピー」

75
1966
～1968

ビル・メレンデス アメリカ T0562

TV
SNOOPY BEST COLLECTION　第2巻
（スヌーピー）

1「ライナスは生徒会長」
2「スヌーピーは名探偵」
3「スヌーピーのモトクロス大会」

75
1972
～1975

ビル・メレンデ
ス、
フィル・ローマン

アメリカ T0357

TV
SNOOPY BEST COLLECTION　第3巻
（スヌーピー）

1「スヌーピーの木をうえよう!」
2「スヌーピーとパーティクイーン」
3「スヌーピーのこわい夢」

75
1976
～1978

フィル・ローマン、
ビル・メレンデス アメリカ T0358

TV
SNOOPY BEST COLLECTION　第4巻
（スヌーピー）

1「スヌーピーとチャーリー･ブラウンのスポーツ大会」
2「スヌーピーのサーカス」
3「スヌーピーのスケートレッスン」

75
1979
～1980

フィル・ローマン アメリカ T0359

TV
SNOOPY BEST COLLECTION　第5巻
（スヌーピー）

1「スヌーピーのマジックショー」
2「スヌーピー、あの子をさがして!」
3「スヌーピーのたのしい庭づくり」

75
1981
～1983

フィル・ローマン、
ビル・メレンデス アメリカ T0360

TV
SNOOPY BEST COLLECTION　第6巻
（スヌーピー）

1「おひっこしだって?スヌーピー」
2「スヌーピーは優等生」
3「スヌーピー、結婚するの?」

75
1983
～1985

サム・ジェイム
ス、
ビル・メレンデス

アメリカ T0361

※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。 22/46



【DVD】さしすせそ ※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
SNOOPY BEST COLLECTION　第7巻
（スヌーピー）

1「たよりないね、チャーリー･ブラウン」
2「スヌーピーのコンピューターゲーム」
3「スヌーピーは宇宙飛行士」

75
1985
～1988

ビル・メレンデス アメリカ T0362

TV
SNOOPY BEST COLLECTION　第8巻
（スヌーピー）

1「スヌーピーはお医者さん」
2「スヌーピー誕生!」
3「スヌーピーの野球ゲーム」

75
1990
～1992

ビル・メレンデス アメリカ T0363

TV
SNOOPY BEST COLLECTION　第9巻
（スヌーピー）
～クリスマス・ストーリー～

1「スヌーピーのメリークリスマス」
2「スヌーピーとチャーリー･ブラウンのクリスマス･ス
トーリー」

50
1965、
1992

ビル・メレンデス アメリカ T0364

映画 スノーマン 本編、特典 32 1982 ダイアン･ジャクソン アメリカ M153

TV
SPEED GRAPHER　第1巻
（スピードグラファー）

第1話「背徳都市」
第2話「唸る札束」

50 2005 杉島邦久 日本 T0739

TV
SPEED GRAPHER　第2巻
（スピードグラファー）

第3話「写殺爆撮」
第4話「略奪少女」

50 2005 杉島邦久 日本 T0740

TV
SPEED GRAPHER　第3巻
（スピードグラファー）

第5話「ダイヤモンド夫人」
第6話「さよならダイヤモンド夫人」

50 2005 杉島邦久 日本 T0741

TV
SPEED GRAPHER　第4巻
（スピードグラファー）

第7話「猟奇ドリル」
第8話「神楽のともし火」

50 2005 杉島邦久 日本 T0742

TV
SPEED GRAPHER　第5巻
（スピードグラファー）

第9話「湯殿にて」
第10話「水天宮来る」

50 2005 杉島邦久 日本 T0743

TV
SPEED GRAPHER　第6巻
（スピードグラファー）

第11話「ハハキトク スグカエレ」
第12話「左手に抱かれて眠れ」

50 2005 杉島邦久 日本 T0744

TV
SPEED GRAPHER　第7巻
（スピードグラファー）

第13話「銀座番外地」
第14話「人妻神楽」

50 2005 杉島邦久 日本 T0745

TV
SPEED GRAPHER　第8巻
（スピードグラファー）

第15話「濡れ女地獄」
第16話「半期決算報告」

50 2005 杉島邦久 日本 T0746

TV
SPEED GRAPHER　第9巻
（スピードグラファー）

第17話「死神成金」
第18話「第三局」

50 2005 杉島邦久 日本 T0747

TV
SPEED GRAPHER　第10巻
（スピードグラファー）

第19話「嘘とくちびる」
第20話「グッドバイブレーション」

50 2005 杉島邦久 日本 T0748

TV
SPEED GRAPHER　第11巻
（スピードグラファー）

第21話「総理の朝食」
第22話「オカネクダサイ」

50 2005 杉島邦久 日本 T0749

TV
SPEED GRAPHER　第12巻
（スピードグラファー）

第23話「札束の墓標」
第24話「六本木クライシス」

50 2005 杉島邦久 日本 T0750

映画 スマイルプリキュア!　絵本の中はみんなチグハグ!
本編
特典：予告編

71 2012 黒田成美 日本 M269

映画 映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ
本編
特典：特報、劇場予告編、主題歌PV

66+3 2019 まんきゅう 日本 M287

※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。 23/46



【DVD】さしすせそ ※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
SLAM DUNK　第1巻
（スラムダンク）

第1話「天才バスケットマン誕生!?」
第2話「くたばれバスケ!花道VS流川」
第3話「ゴリラVS花道!究極の対決!!」
第4話「バスケットマン花道入部!」
第5話「根性なしの午後」
第6話「流川VS赤木・本物対決!」

139 1993 西沢信孝 日本 T0333

TV
SLAM DUNK　第2巻
（スラムダンク）

第7話「花道デビュー!ダンクさく裂」
第8話「花道ピンチ!柔道男のワナ」
第9話「オレはバスケットをやる!」
第10話「庶民のシュートはむずかしい」
第11話「二人だけの愛の秘密特訓!?」
第12話「倒せ陵南!決戦前夜の猛特訓」

139
1993
～1994

西沢信孝 日本 T0334

TV
SLAM DUNK　第3巻
（スラムダンク）

第13話「湘北VS陵南・燃える主将!」
第14話「超高校級!陵南ドトウの攻撃」
第15話「花道キンチョーの晴れ舞台!」
第16話「なんだコイツは!?田岡の誤算」
第17話「リバウンド王桜木花道の苦悩」
第18話「ラスト2分!仙道は俺が倒す」

139 1994 西沢信孝 日本 T0335

TV
SLAM DUNK　第4巻
（スラムダンク）

第19話「タイムアップ!決着陵南戦」
第20話「バスケットシューズ」
第21話「スーパー問題児!花道VS宮城」
第22話「史上最悪どあほうコンビ誕生」
第23話「湘北バスケ部最後の日」
第24話「正義の味方・桜木軍団参上!」

139 1994 西沢信孝 日本 T0336

TV
SLAM DUNK　第5巻
（スラムダンク）

第25話「全国制覇をめざした男」
第26話「三井寿15歳の悩み」
第27話「バスケがしたいです!」
第28話「インターハイ予選開始」
第29話「花道!公式戦デビュー」
第30話「ハンセイ軍団の大反撃」

139 1994 西沢信孝 日本 T0337

TV
SLAM DUNK　第6巻
（スラムダンク）

第31話「強敵三浦台の秘密兵器」
第32話「天才花道!必殺ダンク」
第33話「退場王!?桜木花道」
第34話「ゴリ直伝・眼で殺せ!」
第35話「男たちの熱き想い」
第36話「シード校・翔陽登場」

139 1994 西沢信孝 日本 T0338

TV
SLAM DUNK　第7巻
（スラムダンク）

第37話「花道・初スタメン!」
第38話「流川の反撃!」
第39話「電光石火のリョータ!」
第40話「リバウンド王・桜木花道」
第41話「翔陽エース・藤真登場」
第42話「翔陽エース藤真の実力」

139 1994 西沢信孝 日本 T0339

※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。 24/46



【DVD】さしすせそ ※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
SLAM DUNK　第8巻
（スラムダンク）

第43話「三井、限界か!?」
第44話「三井!嵐の3ポイント」
第45話「退場目前!?花道ピンチ」
第46話「花道、熱きダンク」
第47話「ライバルからの挑戦状」
第48話「打倒南海を誓う男」

139 1994 西沢信孝 日本 T0340

TV
SLAM DUNK　第9巻
（スラムダンク）

第49話「武園・最後の闘志」
第50話「王者への挑戦」
第51話「計算外!?花道絶好調!」
第52話「桜木封じの秘密兵器!」
第53話「ゴリ負傷!絶体絶命!?」
第54話「キングコング・弟」

139
1994
～1995

西沢信孝 日本 T0341

TV
SLAM DUNK　第10巻
（スラムダンク）

第55話「ゲームを支配する男」
第56話「エース牧･全開!」
第57話「安西･勝利への賭け!」
第58話「しぶとい奴ら!」
第59話「ラスト10秒!完全決着」
第60話「がけっぷちの湘北」

139 1995 西沢信孝 日本 T0342

TV
SLAM DUNK　第11巻
（スラムダンク）

第61話「ボーズ頭の逆襲!」
第62話「特訓3DAYS」
第63話「頂上決戦!海南VS陵南」
第64話「本領発揮!王者･海南」
第65話「最強対決!仙道VS牧」
第66話「仙道･一瞬の賭け!」

138 1995 西沢信孝 日本 T0343

TV
SLAM DUNK　第12巻
（スラムダンク）

第67話「最終決戦!湘北VS陵南」
第68話「救世主!?桜木花道」
第69話「ゴリ異変!」
第70話「ゴリラダンクⅡ」
第71話「ゴリ・復活の雄叫び!」
第72話「人生最大の屈辱」

137 1995 西沢信孝 日本 T0344

TV
SLAM DUNK　第13巻
（スラムダンク）

第73話「流川･後半戦への賭け」
第74話「最も危険な挑戦者」
第75話「ファインプレイ」
第76話「勝利の予感」
第77話「君たちは強い」
第78話「復活!闘将･魚住純」

137 1995 西沢信孝 日本 T0345

TV
SLAM DUNK　第14巻
（スラムダンク）

第79話「BW!陵南の反撃」
第80話「湘北の不安要素」
第81話「仙道ファイヤー!湘北崩壊!!」
第82話「ド素人･花道本領発揮」
第83話「副主将メガネ君の執念」
第84話「勝敗」

137 1995 西沢信孝 日本 T0346

※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。 25/46



【DVD】さしすせそ ※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
SLAM DUNK　第15巻
（スラムダンク）

第85話「あらたなる挑戦!全国制覇」
第86話「流川の野望」
第87話「日本一の高校生」
第88話「バスケットの国アメリカ」
第89話「鬼気迫る!流川」
第90話「湘北真のエース!」

137 1995 西沢信孝 日本 T0347

TV
SLAM DUNK　第16巻
（スラムダンク）

第91話「全国が危ない!」
第92話「男の友情!?桜木軍団」
第93話「2万本への挑戦」
第94話「静岡の激闘!湘北VS常誠」
第95話「花道の最も熱き一日」
第96話「バスケットシューズⅡ」

137
1995
～1996

西沢信孝 日本 T0348

TV
SLAM DUNK　第17巻
（スラムダンク）

第97話「熱き思い･魚住再び!」
第98話「激闘開始!湘北VS翔陽･陵南」
第99話「湘北危うし!脅威の最強軍団」
第100話「奇跡の男･桜木花道」
第101話「栄光のスラムダンク」

114 1996 西沢信孝 日本 T0349

TV スレイヤーズ　第1巻
第1話「Angry?リナ怒りのドラグスレイブ!」
第2話「Bad!ミイラ男は趣味じゃない」
特典映像

55 1995 渡辺高志 日本 BT058 01

TV スレイヤーズ　第2巻

第3話「Crash!激突!赤いの白いの怪しいの!」
第4話「Dash!逃げろ!魔法が使えない?」
第5話「Escape!炎の半魚人ヌンサ!」
第6話「Focus!本当の敵はレゾ?」

90 1995 渡辺高志 日本 BT058 02

TV スレイヤーズ　第3巻

第7話「Give Up寸前?出た必殺の剣っ!!」
第8話「Help!シャブラニグドゥ復活!!」
第9話「Impact!脅威の決戦前夜!」
第10話「Jackpot!のるかそるかの大バクチ!」

90 1995 渡辺高志 日本 BT058 03

TV スレイヤーズ　第4巻

第11話「Knock out!セイルーンお家騒動!」
第12話「Lovely!アメリアの魔法修行」
第13話「Money!賞金稼ぎをブチのめせっ!!」
第14話「Navigation!サイラーグへの招待状!」

90 1995 渡辺高志 日本 BT058 04

TV スレイヤーズ　第5巻

第15話「Oh no!リナの結婚狂想曲?」
第16話「Passion!舞台にかける青春?」
第17話「Question?あの娘?にプロポーズ!」
第18話「Return!赤法師ふたたび!」

90 1995 渡辺高志 日本 BT058 05

TV スレイヤーズ　第6巻

第19話「Shock!サイラーグ崩壊!」
第20話「Trouble!嵐の半魚人ラハニム❤」
第21話「Upset!ガウリイVSザングルス」
第22話「Vice!残されしものたち」

90 1995 渡辺高志 日本 BT058 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。 26/46



【DVD】さしすせそ ※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 スレイヤーズ　第7巻

第23話「Warning!エリスの執念!」
第24話「X-DAY よみがえる魔獣!」
第25話「Yes!最後の希望　祝福の剣(プレス・ブレー
ド)」

90 1995 渡辺高志 日本 BT058 07

映画 スレイヤーズ　ぷれみあむ
本編
特典：予告他

35 2001 佐藤順一 日本 M077

映画
聖闘士星矢　邪神エリス
（セイントセイヤ）

本編 46 1987 森下孝三 日本 BM002 01

映画
聖闘士星矢　神々の熱き戦い
（セイントセイヤ）

本編 46 1988 山内重保 日本 BM002 02

映画
聖闘士星矢　真紅の少年伝説
（セイントセイヤ）

本編 75 1988 山内重保 日本 BM002 03

映画
聖闘士星矢　最終聖戦の戦士たち
（セイントセイヤ）

本編 45 1989 明比正行 日本 BM002 04

アート
世界アニメーション映画史　第1巻
エミール・コール

「プラキシノスコープ」
「ファンタスマゴリア」
「喰いつく入れ歯」
「自動配達会社」
「ボナード先生の遭難」
「クレイジー・カットのいたずら合戦」
「クレイジー・カットの舞台の悲劇」
「クレイジー・カットの昆虫学者」
「アルコールの幻想」
「アルコールの害毒」
「ボビー・バンプス/食堂は大混乱の巻」
「ボビー・バンプス/御主人の声」
「クレイジー・カットと華麗なるチーズ泥棒」
「ミシシッピーを下る」
「画家とドラゴン」
「魅惑のまなざし」
「ヒーザライア大佐/バナナがほしい」
「グロッグ船長と不思議な生き物」
映像特典：「魅惑的な絵」

94+1
1893
～1923

エミール・コール 他 フランス BA010 01

アート
世界アニメーション映画史　第2巻
ウィンザー・マッケイ

「リトル・ニモ」
「モスキート」
「恐竜ガーティ」
「虫のサーカス」
「ルシタニア号の沈没」
「ペット」
「フライング・ハウス」
映像特典：「恐竜ガーティ(模作)」

81+11
1911
～1921

ウィンザー・マッケイ アメリカ BA010 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。 27/46



【DVD】さしすせそ ※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
世界アニメーション映画史　第3巻
ラディスラフ・スタレビッチ

「映画カメラマンの復讐」
「バッタと蟻」
「かえるの国」
「田舎ねずみと町ねずみ」
「二人のキューピッド」
「マスコット」
「新婚旅行」
「熊ときつね」
映像特典：スタレビッチ　メイキング

93+2
1912
～1936

ラディスラフ・ス
タレビッチ

ロシア BA010 03

アート
世界アニメーション映画史　第4巻
パット・サリバン

「フェリックスの初恋」
「フェリックス ハリウッドへ行く」
「フェリックスとおとぎの国」
「フェリックスのパズル解決」
「フェリックスの喰いしん坊」
「フェリックスのロミオ」
「フェリックスのシャーロック・ホームズ」
「フェリックスの占い師」
「フェリックスの酔っぱらい」
「フェリックスの石油成金」
「フェリックスと春の嵐」
「フェリックスの五里霧中」
「フェリックスのボートレース」
映像特典：「漫画チャップリン/風車の巻」「漫画チャッ
プリン/海浜の巻」

96+9
1919
～1930

パット・サリバン アメリカ BA010 04

アート
世界アニメーション映画史　第5巻
マックス＆デイブ・フライシャー I

「ココと中国人」
「ココのハエ退治」
「ココとやんちゃな弟」
「ココと無限動力」
「ココと彫刻家」
「ココのパズル挑戦」
「トーキー漫画の出来るまで」
「ココのまんが工場」
「ココのねこ騒動」
「愛しのアデライン」
「これが小唄漫画だ」
「ココとお巡りさん」
「ココのあべこべ虫」
「ココと地球操縦」
「ココの右往左往」
「みんなステキな娘」
「オールズモービル」

115
1917
～1931

マックス・フライ
シャー、
デイブ・フライ
シャー
（フライシャー
兄弟）

アメリカ BA010 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。 28/46



【DVD】さしすせそ ※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
世界アニメーション映画史　第6巻
ウォルター・ランツ

「豹の斑点」
「突貫犬ピート」
「ピートの料理番」
「ディンキーと赤ずきんちゃん」
「お猿のしっぽ」
「オズワルドの北極オリンピック」
「オズワルドの動物野球試合」
「リトルキング クリスマスの夜に」
「リトルキング 美術館へ行く」
「おもちゃのプレミアショー」
「マットとジェフの珍探偵」
映像特典：「オズワルドのお疲れさま」

92+6
1925
～1936

ウォルター・ランツ アメリカ BA011 01

アート
世界アニメーション映画史　第7巻
ウィリス・オブライエン

「恐竜とミッシングリンク」
「夢みるマイク」
「紀元前１万年の郵便配達」
「有史以前の家禽」
「クリエーション」
「ハエがとまる」
「マッチのストライキ」
「間違えたベッドルーム」
「イッツ・ア・バード」
「ワールド・オイスター」
映像特典：「二匹の子豚」

80+7
1915
～1940

ウィリス・オブラ
イエン

アメリカ BA011 02

アート
世界アニメーション映画史　第8巻
マックス＆デイブ・フライシャー II

「ビン坊の料理人」
「ベティの恐怖の夜」
「ビン坊の火星探検」
「ビン坊の引越し屋」
「ビン坊の結社加盟」
「ビン坊のがらくた屋」
「ベティと狼(ベティの赤ずきんちゃん)」
「ベティの仮面舞踏会」
「ビン坊の海賊退治」
「ビン坊の万事あべこべ」
「曲馬団のベティ」
「ベティのフラガール」
「ベティの地球競売」
「ベティの家出」
「ベティの白雪姫」
「ベティのインク壷から」

109
1930
～1938

マックス・フライ
シャー、
デイブ・フライ
シャー
（フライシャー
兄弟）

アメリカ BA011 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。 29/46



【DVD】さしすせそ ※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
世界アニメーション映画史　第9巻
ヴァン・ビューレン

「村のキャバレー」
「ナイトクラブは大騒ぎ」
「ねず公の危機」
「ランドリー・ブルース」
「北の国で大騒ぎ」
「タンブルダウン・タウン」
「トムとジェリー/たのしい農場」
「トムとジェリー/スペインの珍道中」
「トムとジェリー/不思議な鉛筆」
「トムとジェリー/ドイツのチューバ吹き」
「トムとジェリー/アフリカ旅行」
「トムとジェリー/先住民ブルース」
「トムとジェリー/愉快な魚つり」
「トムとジェリー/ピアノ調律師」

96
1929
～1933

ヴァン・ビューレン アメリカ BA011 04

アート
世界アニメーション映画史　第10巻
ウォルト・ディズニー

「ラッフ オー グラム」
「長靴をはいた猫」
「アリスの平和の使者」
「アリスとカニバルズ」
「アリスと闘牛士」
「アリスの農場は大騒ぎ」
「アリスの中国は大騒ぎ」
「アリスと快速列車」
「アリスと捨て猫」
「アリスの猛獣国」
「アリスの家を守ろう」
「アリスの捕鯨船」
「オズワルドのロボットウシ」
「オズワルドの戦争」

115
1920
～1927

ウォルト・ディズ
ニー

アメリカ BA011 05

アート
世界アニメーション映画史　第11巻
アブ・アイワークス

「フリップの音楽界」
「フリップのあばれ自動車」
「フリップの化物屋敷」
「フリップのホテル騒動」
「フリップのパーティ」
「フリップとロボット」
「ジャックと豆の木」
「ウィリーの飛行機猛レース」
「すずの兵隊」
「ちびくろサンボの虎退治」
「ゆかいな王様」
「狼が来た」
「骸骨の踊り」

98
1931
～1937

アブ・アイワークス アメリカ BA012 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。 30/46



【DVD】さしすせそ ※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
世界アニメーション映画史　第12巻
マックス＆デイブ・フライシャー III

「ビン坊の列車強盗」
「ベティ博士とハイド」
「ベティの博物館見物」
「ベティの将棋合戦」
「ベティの自動車競走」
「ベティの発明博覧会」
「ベティの運命判断」
「ベティの屋上庭園」
「ベティの誕生日」
「ベティの山男退治」
「ベティのキングコング退治」
「ベティの舞台大洪水」
「ベティの笑へ笑へ」
「不思議の国のベティ」
「ベティの空中騒動」
「ベティの日本訪問」

105
1931
～1935

マックス・フライ
シャー、
デイブ・フライ
シャー
（フライシャー
兄弟）

アメリカ BA012 02

アート
世界アニメーション映画史　第13巻
マックス＆デイブ・フライシャー IV

「スーパーマン対破壊光線」
「スーパーマン対メカニカル・モンスター」
「スーパーマン対弾丸ロケット」
「スーパーマン対彗星誘導装置」
「スーパーマン 火山大爆発」
「スーパーマン 恐怖のサーカス」
「スーパーマン対日本のスパイ」
「スーパーマン 横浜に現る」
「スーパーマン対怪人ミイラ男」
「スーパーマン対ナチの秘密基地」

93
1941
～1943

マックス・フライ
シャー、
デイブ・フライ
シャー
（フライシャー
兄弟）

アメリカ BA012 03

アート
世界アニメーション映画史　第14巻
ヒュー・ハーマン＆ルドルフ・アイジング

「フォクシーの怪電車」
「フォクシーのお巡りさんもう一度」
「ボスコの商売繁盛」
「愉快な原住民」
「動物曲芸団」
「真夜中の音楽会」
「カエルのお祭り」
「みんなで歌おう」
「ボスコと海賊蛙」
「ボスコのイースター・エッグ」
「ボスコのお使い」
「ボスコの魔法の絨毯」
「美しく青きドナウ」

106
1931
～1939

ヒュー・ハーマ
ン＆
ルドルフ・アイ
ジング

アメリカ BA012 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。 31/46



【DVD】さしすせそ ※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
世界アニメーション映画史　第15巻
ポール・テリー

「動物オリンピック」
「アルファルファの狩猟騒動」
「アルファルファ対カモ軍団」
「ミシシッピー・スウィング｣
「マイティマウスと猫のフランケンシュタイン」
「マイティマウスの火山征服」
「イソップの狐とアヒル」
「マイティマウスと猫の魔術師」
「マイティマウス/サーカス嬢を救え」
「マイティマウス/ピュアハート嬢の危機」
「猫と豆象」
「ねずみのロックフォート・怪談の夜」

75
1936
～1952

ポール・テリー アメリカ BA012 05

アート
世界アニメーション映画史　第16巻
ボブ・クランペット

「ポーキーの金持ちになろう」
「ポーキーのあひる大戦争」
「ポーキーのヘンテコランド」
「ダフィーのインターン」
「ダフィーの砦を守れ！」
「ズルがしこいアヒル」
「カカア天下のダフィー」
「ドラ猫天国」
「コニーコンサート」
「バニーのアカデミー賞騒動」
「バニーの水中遊泳」
「ダフィーの召集令状」
「バコールにラブコール」

96
1937
～1946

ボブ・クランペット アメリカ BA016 01

アート
世界アニメーション映画史　第17巻
テックス・アヴェリー

「グローリー嬢を迎えよう」
「ジャズ・シンガーになりたい」
「ダフィー、ハリウッドへいく」
「ハマチュア・ナイト」
「早起きは三文の危機」
「熊の話」
「野性のバニー」
「うさぎシチューはイヤだよ」
「うそつき狼」
「人の悪いリス」
「リスの脱走ごっこ」
「アラスカの拳銃使い」
「むっつりワン君の早業」

106
1936
～1946

テックス・アヴェ
リー

アメリカ BA016 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。 32/46



【DVD】さしすせそ ※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
世界アニメーション映画史　第18巻
チャック・ジョーンズ

「ウサギの魔術師」
「バニーの写真はいやよ」
「ドバーボーイズ」
「なんとしてでも当選させよう」
「バニーとモンスター」
「ダフィーヒーローになる！」
「ウサギ狩りだよ」
「華麗なる変身」
「惑星Xへの旅」
「バッグスの闘牛士」

81
1939
～1953

チャック・ジョー
ンズ

アメリカ BA016 03

アート
世界アニメーション映画史　第19巻
マックス＆デイブ・フライシャー V

「船乗りポパイ」
「ポパイのおれが一番」
「ポパイの腕の凱歌」
「ポパイの闘牛」
「ポパイの夢遊病御難」
「ポパイの冒険」
「ポパイの一日一善」
「ポパイの登山競争」
「ポパイの渡し船騒動」
「ポパイの動物園荒らし」
「ポパイの怪自動車」
「ポパイの水道管騒動」
「ポパイのパパを訪ねて」
「ポパイのローラースケート」
「ポパイの化け物退治」

106
1933
～1939

マックス・フライ
シャー、
デイブ・フライ
シャー
（フライシャー
兄弟）

アメリカ BA016 04

アート
世界アニメーション映画史　第20巻
ジョージ・パル

「天空の船」
「フィリップ・キャバルケイド」
「フィリップ・ブロードキャスト」
「ジャスパーとスイカ」
「シュトラウス氏の散歩」
「ジャスパーのお使い」
「チューリップは負けない」
「スカイ・プリンセス」
「シュトラウス氏の放送局」
「ジャスパーのハーモニカ」
「ジャスパーとトランペット」
「ジョン・ヘンリー物語」
「ジャスパーの災難」

96
1934
～1946

ジョージ・パル

フランス、
オラン
ダ、

アメリカ

BA016 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。 33/46



【DVD】さしすせそ ※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
世界アニメーション映画史　第21巻
マックス＆デイブ・フライシャー VI

「ノアの箱舟」
「チャイナタウン・マイ・チャイナタウン」
「木こりは甘くない」
「いい娘じゃないか」
「水車小屋に歌う」
「君にあの人の面影を」
「丘の風車小屋」
「若き日の想い出」
「白鳥の恋」
「坊やと小鳥」
「犯人はだれか」

82
1929
～1939

マックス・フライ
シャー、
デイブ・フライ
シャー
（フライシャー
兄弟）

アメリカ BA017 01

アート
世界アニメーション映画史　第22巻
アブ・アイワークス II

「ウィリーのちびっこターザン」
「ジャック・フロスト」
「ハートの女王」
「ハンプティ・ダンプティ」
「アラジンと魔法のランプ」
「シンバッドの冒険」
「サマータイム」
「風船の国」
「アリババ」
「イースターの卵狩り」
「賢いはずのフクロウ」

83
1934
～1940

アブ・アイワークス アメリカ BA017 02

アート
世界アニメーション映画史　第23巻
テックス・アヴェリー II

「おかしな赤頭巾」
「狼とシンデレラ」
「ジャーキィターキィ」
「太りっこ競争」
「腰抜けライオン」
「うそつきトム」
「ウルトラ小鴨」
「デカ吉チビ助のこびと狩り」
「月へ行った猫」
「田舎狼と都会狼」
「ねむいうさぎ狩り」
「チャンピオン誕生」

89
1943
～1949

テックス・アヴェ
リー

アメリカ BA017 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。 34/46



【DVD】さしすせそ ※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
世界アニメーション映画史　第24巻
フリッツ・フレーリング

「何がなんだかわからない」
「よちよち踊ろう!」
「虫のナイトクラブ」
「日曜日は教会へ」
「ジャングルは大騒ぎ」
「スターの卵」
「アニメキャラはつらいよ」
「赤ずきん裁判」
「ネズミの団結」
「西部のバニー」
「新市長は誰だ」
「バニーよ 銃をとれ」

91
1931
～1954

フリッツ・フレー
リング

アメリカ BA017 04

アート
世界アニメーション映画史　第25巻
マックス＆デイブ・フライシャー VII

「ベティの大統領選挙」
「花形ベティ」
「ベティのお伽の国訪問」
「ベティの波乗り越えて」
「ベティのランデブー」
「ベティの出世物語」
「流行はベティから」
「ベティのシンデレラ姫」
「ベティの鬼退治」
「ベティの大尽道楽」
「ベティの子育て」

81
1932
～1935

マックス・フライ
シャー、
デイブ・フライ
シャー
（フライシャー
兄弟）

アメリカ BA017 05

アート
世界アニメーション映画史　第26巻
マックス＆デイブ・フライシャー VIII

「ベティとグランピー」
「ベティの愛犬の洗濯」
「ベティの舞台演出家」
「ベティの都落ち」
「ベティの蝿取りデー」
「ベティと悪戯小僧」
「ベティの愛犬」
「ベティの動物愛護」
「ベティとあわて者」
「ベティと小さな王様」
「ベティの子猫の病」
「ベティの御難」

78
1935
～1936

マックス・フライ
シャー、
デイブ・フライ
シャー
（フライシャー
兄弟）

アメリカ BA018 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。 35/46



【DVD】さしすせそ ※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
世界アニメーション映画史　第27巻
フランク・タシュリンとワーナーの俊英たち

「かわいい貴婦人」
「アニメーターの悪夢」
「ハゲタカ軍団をやっつけろ！」
「ナイトクラブの一夜」
「ポーキーとハイド氏」
「ポーキーの自動車レース」
「表紙は歌う」
「ポーキーの煙にまかれて」
「雨ごいインディアン」
「クレムリンからのグレムリン」
「ダフィー対ハタマリ」
「名優ピクニック」

90
1934
～1944

フランク・タシュリン アメリカ BA018 02

アート
世界アニメーション映画史　第28巻
ウォルト・ディズニー II

「骸骨の踊り」
「地獄の閻魔退治」
「エジプトの夢」
「魔法使いの森」
「サンタのオモチャ工房」
「子守歌」
「おとぎ王国」
「ハーメルンの笛吹き」
「真夜中の舞踏会」
「蓮池の赤ん坊たち」
「人魚の踊り」
「モスの消防隊」

88
1929
～1938

ウォルト・ディズ
ニー

アメリカ BA018 03

アート
世界アニメーション映画史　第29巻
テックス・アヴェリー III

「呪いの黒猫」
「いたずらもぐら」
「腹話術は楽し」
「財産を狙え」
「スポーツの王様」
「へんてこなオペラ」
「ボクはスポーツカー」
「勝利はいただき」
「ジェット機坊や」
「ディキシーランド犬」
「ドルーピー西部の決闘」
「呼べど叫べど」

84
1949
～1955

テックス・アヴェ
リー

アメリカ BA018 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。 36/46



【DVD】さしすせそ ※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
世界アニメーション映画史　第30巻
ウォルト・ディズニーのプロパガンダ・フィルム

「しまりや子豚」
「フライパンから」
「総統の顔」
「特攻教育」
「理性と感情」
「1943年の精神」
「空軍力の勝利」

105
1941
～1943

ウォルト・ディズ
ニー

アメリカ BA018 05 01

TV
００９－１　第1巻
（ゼロゼロナインワン）

Mission:1「潜入者たち」
Mission:2「聖夜」
特典映像

48 2006 紺野直幸 日本 BT067 01

TV
００９－１　第2巻
（ゼロゼロナインワン）

Mission:3「ハードボイルド」
Mission:4「古城よりの招待状」
特典映像

48 2006 紺野直幸 日本 BT067 02

TV
００９－１　第3巻
（ゼロゼロナインワン）

Mission:5「黄金の女」
Mission:6「ポップ」
特典映像

48 2006 紺野直幸 日本 BT067 03

TV
００９－１　第4巻
（ゼロゼロナインワン）

Mission:7「港」
Mission:6「昨日の暦」
特典映像

48 2006 紺野直幸 日本 BT067 04

TV
００９－１　第5巻
（ゼロゼロナインワン）

Mission:9「復讐」
Mission:Extra「R &B」
特典映像

48 2006 紺野直幸 日本 BT067 05

TV
００９－１　第6巻
（ゼロゼロナインワン）

Mission:10「逆爆発」
Mission:11「脱出」
Mission:12「夜明け」
特典映像

72 2006 紺野直幸 日本 BT067 06

映画 セロ弾きのゴーシュ 本編 63+a 高畑勲 日本 M114 01
映画 センコロール 本編 27 2009 宇木敦哉 日本 BM018 01

TV ゼンダマン　第1巻

第1話「無敵はステキ!　ゼンダマン」
第2話「竜宮城だよ!　ゼンダマン」
第3話「エデンの園だよ!　ゼンダマン」
第4話「ヤマタイ国だよ!　ゼンダマン」
第5話「月吉丸の大出世!　ゼンダマン」
第6話「大進撃だ八字軍!　ゼンダマン」

150 1979 笹川ひろし 日本 BT032 01

TV ゼンダマン　第2巻

第7話「走れ白馬!　ゼンダマン」
第8話「ドン･万次郎だよ!　ゼンダマン」
第9話「ボケの仙人だよ!　ゼンダマン」
第10話「超徳太子だよ!　ゼンダマン」
第11話「父をたずねて三千里!　ゼンダマン」
第12話「長ぐつをはいた猫!　ゼンダマン」

150 1979 笹川ひろし 日本 BT032 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。 37/46



【DVD】さしすせそ ※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 ゼンダマン　第3巻

第13話「バイキングだよ!　ゼンダマン」
第14話「謎のアステカ!　ゼンダマン」
第15話「ジンギスカンだよ!　ゼンダマン」
第16話「こぶとりじいさんだよ!　ゼンダマン」
第17話「未来の宇宙へ!　ゼンダマン」
第18話「氷河のマンモス!　ゼンダマン」

150 1979 笹川ひろし 日本 BT032 03

TV ゼンダマン　第4巻

第19話「アパッチの宝だよ!　ゼンダマン」
第20話「バラサイユだよ!　ゼンダマン」
第21話「ジャムの長政!　ゼンダマン」
第22話「ポンペイの最期だよ!　ゼンダマン」
第23話「かぐや姫だよ!　ゼンダマン」
第24話「ゴーレム魔人だよ!　ゼンダマン」

150 1979 笹川ひろし 日本 BT032 04

TV ゼンダマン　第5巻

第25話「アマゾン殺人事件だよ!　ゼンダマン」
第26話「水戸紅門だよ!　ゼンダマン」
第27話「不思議な国のアリス!　ゼンダマン」
第28話「牛頭魔人だよ!　ゼンダマン」第29話「坂本
リョーマだよ!　ゼンダマン」
第30話「怪傑ソロだよ!　ゼンダマン」

150 1979 笹川ひろし 日本 BT032 05

TV ゼンダマン　第6巻

第31話「クックンの大航海!　ゼンダマン」
第32話「弁慶サンだよ!　ゼンダマン」
第33話「有能忠敬だよ!　ゼンダマン」
第34話「ヨーローの滝だよ!　ゼンダマン」
第35話「トラ退治だよ!　ゼンダマン」
第36話「チャーンカムバック!　ゼンダマン」

150 1979 笹川ひろし 日本 BT032 06

TV ゼンダマン　第7巻

第37話「金のガチョウだよ!　ゼンダマン」
第38話「鼻のベルジュラック!　ゼンダマン」
第39話「桃太郎さんだよ!　ゼンダマン」
第40話「とべよペガサス!　ゼンダマン」
第41話「花咲かじいさんだよ!　ゼンダマン」
第42話「天才ダビンチ!　ゼンダマン」

150 1979 笹川ひろし 日本 BT032 07

TV ゼンダマン　第8巻

第43話「古代オリンピックだよ!　ゼンダマン」
第44話「コサック勇士だよ!　ゼンダマン」
第45話「オオカミ男だよ!　ゼンダマン」
第46話「巨人の国だよ!　ゼンダマン」
第47話「タイムモンスターだよ!　ゼンダマン」
第48話「パーパーマンだよ!　ゼンダマン」

150 1979 笹川ひろし 日本 BT032 08

TV ゼンダマン　第9巻

第49話「武蔵ホームラン!　ゼンダマン」
第50話「天女の羽衣だよ！　ゼンダマン」
第51話「命のもと発見!　ゼンダマン」
第52話「ああ命のもと!　ゼンダマン」
特典：劇場版「ピラミッドの謎の箱だよ！ゼンダマン」

100+α 1980 笹川ひろし 日本 BT032 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。 38/46



【DVD】さしすせそ ※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 戦闘妖精雪風　第1巻
本編
特典：メイキング

47+27 2002 大倉雅彦 日本 O016

OVA 戦闘妖精雪風　第2巻 本編 27 2002 大倉雅彦 日本 O017
OVA 戦闘妖精雪風　第3巻 本編 29 2002 大倉雅彦 日本 O029
OVA 戦闘妖精雪風　第4巻 本編 32 2002 大倉雅彦 日本 O030

OVA 戦闘妖精雪風　第5巻
本編
特典：ノンクレジットOP&ED集、プロモ集、監督・キャ
ストインタビュー

48 2002 大倉雅彦 日本 O031

映画 千と千尋の神隠し 本編 124 2001 宮崎駿 日本 M008 01
映画 千年女優 本編 91 2001 今敏 日本 M021
映画 千夜一夜物語 本編、特典 130+18 1969 山本暎一 日本 M159 01

その他
ZOKEI ANIMATIONS 2003-2009
東京造形大学アニメーション作品選集

「十打箱 ten count box」 河内大輔
「FRAME OUT」 石垣裕太郎
「天然バーバー」 中村英次郎
「REMtv」 金子幸樹
「トロンブ・ルイユ」 本岡宏紀
「パーフェクトチャンス」 北澤知世
「手水場思案」 熊谷友作
「紺野さん＋ねぎ」 八木貴也
「診察室」 大山慶
「くじびき」 李東勲
「聞耳「第二幕・鏡」」 中田彩郁
「おるすばん」 坂元友介

52
2003
～2009

※「内容」の項
目をご覧くださ
い

日本 S079

その他
ZOKEI ANIMATIONS 2003-2010　DISC1
東京造形大学アニメーション作品選集

「十打箱 ten count box」 河内大輔
「FRAME OUT」 石垣裕太郎
「天然バーバー」 中村英次郎
「REMtv」 金子幸樹
「トロンブ・ルイユ」 本岡宏紀
「パーフェクトチャンス」 北澤知世
「手水場思案」 熊谷友作
「紺野さん＋ねぎ」 八木貴也
「診察室」 大山慶
「くじびき」 李東勲
「聞耳「第二幕・鏡」」 中田彩郁
「おるすばん」 坂元友介

52
2003
～2010

※「内容」の項
目をご覧くださ
い

日本 S080 01

その他
ZOKEI ANIMATIONS 2003-2010　DISC2
授業課題選集

1年次、2年次、3年次、4年次、選択科目 98
2004
～2010

日本 S080 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】さしすせそ ※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
ZOKEI ANIMATIONS 2011　DISC1
東京造形大学アニメーション作品選集

「ポトラッチ!」 浦野亜友美・斎藤円香・佐藤真希
「手紙-tegami-」 小林千草・島朋子
「中澤さん」 菅原靖志
「ユートピアン」 徳永真利子
「先輩」 村田茉奈美
「screen tone」 稲葉大樹
「MY STORY」 イ へスン
「血縁者」 河井ゆう美
「夢の案内人」 イ ドンフン

40 2011
※「内容」の項
目をご覧くださ
い

日本 S081 01

その他
ZOKEI ANIMATIONS 2011　DISC2
授業課題選集

1年次、2年次、3年次、4年次、選択科目 70 2011 日本 S081 02

その他
ZOKEI ANIMATIONS 2012　DISC1
東京造形大学アニメーション作品選集

「scroll」 小林彩子・羽田光甫・後藤典子・菅野伸一
郎・西村俊彦
「Wild flower」 荻原拓也・山本拓美・岡田ともか・張
程・橋本紹未
「稲生物怪日記」 増岡有夏・村山あやの・古林彩
「かちゅぜちゅ」 上野雄大
「夢」 北川朋哉
「ピカデリー」 川﨑芳樹・田中蘭
「JINGIWIKI」 斉藤円香
「HAND」 イ・へスン
「幸せの原風景」 川﨑芳樹
「エデンの恋」 小田沙耶佳
「いくつ」 八木貴也

49 2012

※「内容」の項
目をご覧くださ
い

日本 S082 01

その他
ZOKEI ANIMATIONS 2012　DISC2
授業課題選集

1年次、2年次、3年次、4年次、選択授業課題ダイジェ
スト

63 2012 日本 S082 02

その他
ZOKEI ANIMATIONS 2013　DISC1
東京造形大学アニメーション作品選集

「かんべんしてよお父さん」 岡田ともか
「ちいさなせんせい」 服部友璃香
「ほうれんそう」 栗原ひとみ
「COLOR DANCERS」 岡田ともか・萩原拓哉
「おさるがふねをかきました」 松本彩音
「Animare!」 アニメーション研究会
「第三次性徴」 上野雄大
「オンリーマイマドンナ」 菅沼花会
「音姫とウォシュレット」 山本芽以
「One day」 筒井愛美
「THREE Bs MUSEUM」 菊池愛理
「太陽と月と狩人」 小川耕平
「Clean Freak」 北川朋哉
「ボソン花火」 馬凱
「白黒」 鈴木卓彦

62 2013
※「内容」の項
目をご覧くださ
い

日本 S083 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。
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【DVD】さしすせそ ※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
ZOKEI ANIMATIONS 2013　DISC2
授業課題選集

1年次、2年次、3年次、4年次、選択授業課題ダイジェ
スト

60 2013 日本 S083 02

TV 装甲騎兵ボトムズ　第1巻

01「終戦」
02「ウド」
03「出会い」
04「バトリング」

96 1983 高橋良輔 日本 T0704

TV 装甲騎兵ボトムズ　第2巻

05「罠」
06「素体」
07「襲撃」
08「取引」

96 1983 高橋良輔 日本 T0705

TV 装甲騎兵ボトムズ　第3巻

09「救出」
10「レッド･ショルダー」
11「逆襲」
12「絆」

96 1983 高橋良輔 日本 T0706

TV 装甲騎兵ボトムズ　第4巻

13「脱出」
14「アッセンブルEX-10」
15「疑惑」
16「掃討」

96 1983 高橋良輔 日本 T0707

TV 装甲騎兵ボトムズ　第5巻

17「再会」
18「急変」
19「思惑」
20「フィアナ」

96 1983 高橋良輔 日本 T0708

TV 装甲騎兵ボトムズ　第6巻

21「溯行」
22「触発」
23「錯綜」
24「横断」

96 1983 高橋良輔 日本 T0709

TV 装甲騎兵ボトムズ　第7巻

25「潜入」
26「肉迫」
27「暗転」
28「運命」

96 1983 高橋良輔 日本 T0710

TV 装甲騎兵ボトムズ　第8巻

29「二人」
30「幻影」
31「不可侵宙域」
32「イプシロン」

96 1983 高橋良輔 日本 T0711

TV 装甲騎兵ボトムズ　第9巻

33「対決」
34「惑星サンサ」
35「死線」
36「恩讐」

96 1983 高橋良輔 日本 T0712

TV 装甲騎兵ボトムズ　第10巻

37「虜」
38「暗闇」
39「パーフェクト･ソルジャー」
40「仲間」

96 1983 高橋良輔 日本 T0713

※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。 41/46



【DVD】さしすせそ ※数字・五十音順（アルファベット含）　　2022年4月時点
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TV 装甲騎兵ボトムズ　第11巻

41「クエント」
42「砂漠」
43「遺産」
44「禁断」

96 1983 高橋良輔 日本 T0714

TV 装甲騎兵ボトムズ　第12巻

45「遭遇」
46「予感」
47「異変」
48「後継者」

96 1984 高橋良輔 日本 T0715

TV 装甲騎兵ボトムズ　第13巻

49「異能者」
50「乱雲」
51「修羅」
52「流星」

96 1984 高橋良輔 日本 T0716

TV 装甲創世記モスピーダ　第1巻

第1話「襲撃のプレリュード」
第2話「失恋少女のマーチ」
第3話「真昼の決闘コンサート」
第4話「気分はサバイバル･ソング」
特典：『メカ設定資料集』

92 1983 山田勝久 日本 T0218

TV 装甲創世記モスピーダ　第2巻

第5話「ライブ･イン･強奪作戦」
第6話「突ッ張り少女ブルース」
第7話「亡き勇者のラグタイム」
第8話「ジョナサンのエレジー」
特典：『メカ設定資料集』

92 1983 山田勝久 日本 T0219

TV 装甲創世記モスピーダ　第3巻

第9話「ロストワールド遁走曲」
第10話「戦場のレクイエム」
第11話「遠い希望のララバイ」
第12話「要塞突破ブギ」
特典：『メカ設定資料集』

92 1983 山田勝久 日本 T0220

TV 創聖のアクエリオン　第1巻

第1話「天翅の記憶」
第2話「闇の獣」
第3話「エレメントスクール」
第4話「はだしの戦士」

96 2004 河森正治 日本 BT112 01

TV 創聖のアクエリオン　第2巻

第5話「地下迷宮の王」
第6話「想い彼方へ」
第7話「深紅の薔薇の騎士」
第8話「はじめてのがったい」

96 2004 河森正治 日本 BT112 02

TV 創聖のアクエリオン　第3巻

第9話「夢のかよひじ」
第10話「空に星、地に花」
第11話「水底のしあわせ」
第12話「琥珀の時」

96 2004 河森正治 日本 BT112 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。 42/46
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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 創聖のアクエリオン　第4巻

第13話「一万二千年のラブレター」
第14話「光る影」
第15話「初恋のアクエリオン」
第16話「黒い鏡」

96 2004 河森正治 日本 BT112 04

TV 創聖のアクエリオン　第5巻

第17話「食べたくて合体」
第18話「魂のコスプレイヤー」
第19話「けがれなき悪戯」
第20話「天翅の翅音」

96 2004 河森正治 日本 BT112 05

TV 創聖のアクエリオン　第6巻

第21話「紅い道」
第22話「見えない翼」
第23話「翼、儚く」
第24話「天空のゲート」

96 2004 河森正治 日本 BT112 06

TV 創聖のアクエリオン　第7巻
第25話「決戦!!アトランディア」
第26話「世界のはじまりの日」

48 2004 河森正治 日本 BT112 07

OVA 創星のアクエリオン －裏切りの翼－
本編
特典：続ぽりしる劇場、プロモーション映像集、CMク
リップ集

50＋15 2007 河森正治 日本 O073 01

OVA 創星のアクエリオン －太陽の翼－ 本編、特典映像 58+α 2007 河森正治 日本 O074 01

映画 空飛ぶゆうれい船
本編
特典：予告他

60 1969 池田宏 日本 M055

TV
Solty Rei　第1巻
（ソルティレイ）

Episode01「オーロラの降る町」
Episode02「新しい朝。」

50 2005 平池芳正 日本 T0763

TV
Solty Rei　第2巻
（ソルティレイ）

Episode03「青の少女」
Episode04「friend」

50 2005 平池芳正 日本 T0764

TV
Solty Rei　第3巻
（ソルティレイ）

Episode05「ウォーターサイド・パニック」
Episode06「愛娘」

50 2005 平池芳正 日本 T0765

TV
Solty Rei　第4巻
（ソルティレイ）

Episode07「小悪魔の訪問」
Episode08「リベンジ」

50 2005 平池芳正 日本 T0766

TV
Solty Rei　第5巻
（ソルティレイ）

Episode09「乙女達の休日」
Episode10「トレジャー＆レスキュー」

50 2005 平池芳正 日本 T0767

TV
Solty Rei　第6巻
（ソルティレイ）

Episode11「バースデーゲーム」
Episode12「決着の果てに-na-mi-da-」

50
2005
～2006

平池芳正 日本 T0768

TV
Solty Rei　第7巻
（ソルティレイ）

Episode13「distance」
Episode14「心覆う闇のために…」

50 2006 平池芳正 日本 T0769

TV
Solty Rei　第8巻
（ソルティレイ）

Episode15「たどり着いた場所」
Episode16「冗談です、半分」

50 2006 平池芳正 日本 T0770

TV
Solty Rei　第9巻
（ソルティレイ）

Episode17「LADY」
Episode18「おかえりなさい」

50 2006 平池芳正 日本 T0771

TV
Solty Rei　第10巻
（ソルティレイ）

Episode19「全員集合！」
Episode20「訪レル災い」

50 2006 平池芳正 日本 T0772

TV
Solty Rei　第11巻
（ソルティレイ）

Episode21「真実の刻」
Episode22「わたしと彼女と、少女の想い」

50 2006 平池芳正 日本 T0773

※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。 43/46
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TV
Solty Rei　第12巻
（ソルティレイ）

Episode23「Final message」
Last Episode「これから」

50 2006 平池芳正 日本 T0774

TV
Solty Rei　第13巻
（ソルティレイ）

Extra Episode「すれ違うキモチで、想い合うココロ
で。」

44 2006 平池芳正 日本 T0775

映画 それいけ！アンパンマン　キラキラ星の涙 本編 75 1989 永丘昭典 日本 M031
映画 それいけ！アンパンマン　ばいきんまんの逆襲 本編 70 1990 永丘昭典 日本 M032
映画 それいけ！アンパンマン　ルビーの願い 本編 52 2003 矢野博之 日本 M226
映画 それいけ！アンパンマン　いのちの星のドーリィ 本編 51 2006 矢野博之 日本 M227

TV
それいけ！アンパンマン　ぴかぴかコレクション
アンパンマン誕生　アンパンマンとばいきんまん

「アンパンマン誕生」
「アンパンマンとばいきんまん」
「アンパンマンとカレーパンマン」
「アンパンマンとはみがきまん」
「アンパンマンとしょくぱんまん」
「アンパンマンとらくがきこぞう」
「アンパンマンとおむすびまん」

91 永丘昭典 日本 T0557

TV
それいけ！アンパンマン　ぴかぴかコレクション
アンパンマンとドキンちゃん

「アンパンマンとそっくりぱん」
「アンパンマンとかみなりぴかたん」
「アンパンマンとつみきのしろ」
「アンパンマンとポットちゃん」
「アンパンマンとイタイノトンデケダケ」
「アンパンマンとぴいちくもり」
「アンパンマンとドキンちゃん」
「アンパンマンとりんごちゃん」

91 永丘昭典 日本 T0098

TV
それいけ！アンパンマン　ぴかぴかコレクション
アンパンマンとバイキンせんにん

「アンパンマンとバイキンせんにん」
「アンパンマンとてんどん母さん」
「アンパンマンとおかしのくに」
「アンパンマンとあかちゃんまん」
「アンパンマンとタイヤキごう」
「アンパンマンとどじょうおじさん」
「アンパンマンとスグダスマン」
「アンパンマンとクリームパンマン」

91 永丘昭典 日本 T0099

TV
それいけ！アンパンマン　ぴかぴかコレクション
かえってきたあかちゃんまん

「かえってきたあかちゃんまん」
「アンパンマンとみかづきまん」
「アンパンマンとバイキンおんど」
「アンパンマンとゆうきのはな」
「アンパンマンとどんぶりまんトリオ」
「アンパンマンとかいじんドクロマン」
「アンパンマンとドキンちゃんのゆめ」

90 永丘昭典 日本 T0703

※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。 44/46
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TV
それいけ！アンパンマン　ぴかぴかコレクション
かえってきたおむすびまん

「アンパンマンとみえないまん」
「アンパンマンとナンカヘンダー」
「アンパンマンとみずうみひめ」
「アンパンマンとへどろまん」
「アンパンマンとだだんだん」
「アンパンマンとぱんどろぼう」
「アンパンマンとうみのあくま」
「かえってきたおむすびまん」

91 永丘昭典 日本 T0702

TV
それいけ！アンパンマン　ぴかぴかコレクション
バタコさんのたんじょうび

「アンパンマンとちくりん」
「アンパンマンとまいごのうちゅうじん」
「アンパンマンとあくびどり」
「アンパンマンとソフトクリームマン」
「アンパンマンとこぞうのジャンボ」
「アンパンマンとかびるんるん」
「アンパンマンとぽんぽんじま」
「バタコさんのたんじょうび」

91 永丘昭典 日本 T0558

TV それゆけ!宇宙戦艦ヤマモト・ヨーコ　第1巻
第1話「碧い瞳の少女」
第2話「はばたけ！新しい翼」
特典：設定資料

50 1999 新房昭之 日本 T0190

TV それゆけ!宇宙戦艦ヤマモト・ヨーコ　第2巻

第3話「光れ!まどかの青春」
第4話「四重奏結成!はじめての戦い」
第5話「脅威!レッドスナッパーズの挑戦」
特典：設定資料

74 1999 新房昭之 日本 T0191

TV それゆけ!宇宙戦艦ヤマモト・ヨーコ　第3巻

第6話「さよなら未来」
第7話「不死蝶　起つ」
第8話「時には母のない子のように」
特典：設定資料

74 1999 新房昭之 日本 T0192

TV それゆけ!宇宙戦艦ヤマモト・ヨーコ　第4巻

第9話「大迷宮」
第10話「たかく翔びたい!」
第11話「宇宙大海戦」
特典：設定資料

74 1999 新房昭之 日本 T0193

TV それゆけ!宇宙戦艦ヤマモト・ヨーコ　第6巻

第15話「眠れる花嫁」
第16話「碧い瞳の転校生」
第17話「双面の舞姫」
特典：設定資料

74 1999 新房昭之 日本 T0194

TV それゆけ!宇宙戦艦ヤマモト・ヨーコ　第7巻

第18話「仮面舞踏会」
第19話「群雄割拠」
第20話「青と赤」
特典：設定資料

74 1999 新房昭之 日本 T0195

※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。 45/46
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TV それゆけ!宇宙戦艦ヤマモト・ヨーコ　第8巻

第21話「紅四姉妹」
第22話「黒の天使」
第23話「残像」
特典：設定資料

74 1999 新房昭之 日本 T0196

TV それゆけ!宇宙戦艦ヤマモト・ヨーコ　第9巻

第24話「さよならの惑星」
第25話「赤い殺意」
第26話「仮面の告白」
特典：イラスト集他

86 1999 新房昭之 日本 T0197

※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。 46/46


