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C 趣味・教養  Culture 

CB 風土記・旅 

分類番号 作品名 内    容 分数 

CB2020-001 

世界遺産  

世界遺産の多い国 

ベスト１０ 

 世界遺産の登録は１９７８年に始まり、２０２０年で４

２年目、登録数は１１２１になった。登録数を国別にカウ

ントした場合、世界遺産の多い国はどこなのか？中国、イ

タリア、イラン、アメリカなど、登録数でランキングした

「世界遺産が多い国ベスト１０」を紹介する。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：森田明 

25 

ＴＢＳ  

令和元年 8月 11日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

CB2020-002 

世界遺産  

白神山地の１年！ 

春夏秋冬の絶景  

白神山地 

 白神山地に広がるブナの森は、遙か昔、約８０００年前

に生まれて以来、手つかずの自然が保たれており、１９９

３年、日本初の世界自然遺産に登録された。ブナの木を通

して雪どけ水を循環させ多様な動植物を育むなど、森は自

然の営みを支えている。壮大な大自然で私たちを圧倒して

やまない白神の四季を追った。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：米内山昭枝 

25 

ＴＢＳ  

令和 2年 1月 12日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

CB2020-004 

世界水紀行 

セレクション  

世界遺産の水の都と

干潟の島々  

イタリア ベネチア 

 イタリア半島北東部、目の前にアドリア海を望む港町ベ

ネチア。東京２３区の３分の２ほどの土地に、およそ２６

万人が暮らす。水の都ベネチアは、アドリア海の干潟に築

かれた１００以上の人工の島で構成されており、町には大

小１５０以上の運河が走り、交通や物流を支えている。市

内に架かる橋は４００以上。中世のたたずまいを残す水の

都は、１９８７年に世界遺産に登録された。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：江副悟史 

 

46 

ＢＳ日本 松本志のぶ（ナレーター） 

平成 27年 5月 13日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

 

 

 



F 映画・ドラマ Fiction 

FD 映画 

分類番号 作品名 内   容 分数 

FD2020-002 

ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ 

ワンピース  

ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ 

デッドエンドの冒険 

 港町ハンナバルを訪れたルフィたちは、海賊だけが参加

できる何でもありのレース「デッドエンド」に参加するこ

とになった。レースには、巨人族や魚人族、悪魔の実の能

力者も参加する。強敵たちを相手にレースが始まる。平成

１５年、宇田鋼之介監督作品。（上映会使用の際は事前届け

出が必要です） 

95 

東映  

平成 15年 利用区分 B－3 DVD 
複数 

字幕 

FD2020-003 

俺は、君のために 

こそ死ににいく 

 昭和１９年、太平洋戦争で劣勢に立たされた日本軍は最

後の手段として、戦闘機隼に爆弾を搭載して敵の空母に体

当たりする特別攻撃隊を編成した。米軍が上陸した沖縄を

死守するために鹿児島の知覧飛行場から多くの若者が飛び

立った。基地の近くで食堂を営む鳥濱トメは、家族と別れ

て出撃を待つ若者たちの母親代わりとして彼らを見守り続

けた。平成１９年、新城卓監督作品。（上映会使用の際は事

前届け出が必要です） 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：江副悟史 

135 

東映 
出演者：岸恵子／窪塚洋介／徳重聡／中村倫也／筒井道隆

／中越典子／戸田菜穂 

平成 19年 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

FD2020-004 

ぼくのおじさん  小学校４年の雪男には怠け者のおじさんがいる。突然お

じさんが、ハワイに行くと言い出した。きっかけは、一目

ぼれしたエリーがハワイに行ってしまったからだ。働くこ

とが嫌いなおじさんは懸賞でハワイ旅行を当てようとする

が、すべて外れて落ち込んでしまう。そんなおじさんの珍

妙な行動を雪男が作文に書き、作文コンクールに応募した

ところ、見事入賞し、なんと懸賞にハワイ旅行が当たった。 

平成２８年、山下敦弘監督作品。（上映会使用の際は事前届

け出が必要です） 

110 

東映 
出演者：松田龍平／真木よう子／大空利空／寺島しのぶ／

宮藤官九郎／キムラ緑子／戸田恵梨香 

平成 28年 利用区分 B－3 DVD 
複数 

字幕 



FD 映画 

分類番号 作品名 内   容 分数 

FD2020-005 

疾風ロンド  大学の研究所から違法な生物兵器Ｋ―５５が盗まれ、研

究所の所長である東郷のもとに「３億円を用意しろ」との

脅迫メールが届く。主任の栗林は盗まれた生物兵器を秘密

裏に探すように東郷から命じられる。何の手がかりもない

中で捜索を始めるが、そこに犯人死亡の知らせが届く。犯

人の遺品から、生物兵器の所在の糸口をつかんだ栗林。ヒ

ントとして浮かび上がったのは日本最大級のスキー場だっ

た。平成２８年、吉田照幸監督作品。（上映会使用の際は事

前届け出が必要です） 

108 

東映 出演者：阿部寛／大倉忠義／大島優子 

平成 28年 利用区分 B－3 DVD 
複数 

字幕 

FD2020-006 

ＤＲＡＧＯＮＢＡＬＬ

超  

－ｂｒｏｌｙ－  

ドラゴンボール超 

ブロリー 

 サイヤ人の住む惑星ベジータで、ベジータ王の息子・ベ

ジータ４世と同時期に生まれたブロリー。ブロリーは、生

まれながらにして異常な潜在能力を持っていたため、その

成長を恐れた王により辺境の星に追放されてしまう。数年

後、フリーザ軍に加わったブロリーは、地球へと襲来する。

平成３０年、長峯達也監督作品。（上映会使用の際は事前届

け出が必要です） 

100 

東映  

平成 30年 利用区分 B－3 DVD 
複数 

字幕 

FD2020-007 

酔いどれ天使  酒好きの医者・真田は、若いやくざ・松永の鉄砲傷を手

当てしたことから松永が結核に冒されていることを知り、

治療をすすめる。素直に聞き入れない松永は、出所してき

た兄貴分の岡田との縄張り争いや情婦の取り合いで命を縮

めていく。昭和２３年、黒澤明監督作品。（上映会使用の際

は事前届け出が必要です） 

98 

東宝 出演者：志村喬／三船敏郎／山本礼三郎 

昭和 23年 利用区分 B－3 DVD 
複数 

字幕 



FD 映画 

分類番号 作品名 内   容 分数 

FD2020-008 

四十七人の刺客  元禄１４年江戸城内で浅野内匠頭が吉良上野介と刃傷沙

汰を起こした。浅野は即日切腹したが吉良はおとがめなし

で、赤穂藩は取り潰しとなった。浅野の家臣である大石内

蔵助は藩主の敵を討つため、塩相場で得た資金で吉良のわ

いろ説を流す。赤穂藩の討ち入りのうわさを知った吉良は

米沢への隠居を願い出る。平成６年、市川崑監督作品。 

（上映会使用の際は事前届け出が必要です） 

129 

東宝 
出演者：高倉健／中井貴一／宮沢りえ／岩城滉一 

／宇崎竜童 

平成 6年 利用区分 B－3 DVD 
複数 

字幕 

FD2020-010 

釣りバカ日誌１８  スーさんが鈴木建設の社長を勇退し、会長に就任した。

ある朝、スーさんは散歩に出たまま、行方知れずになって

しまった。伝助はスーさんの奥さんの依頼を受けて、探し

に出かけることに。会社には、突然の病で産婦人科に緊急

入院したということにして休暇を取得。まず伝助が向かっ

たのは、スーさんが電話をかけてきた岡山だった。春の瀬

戸内海でスーさんはいったい何をしている？平成１９年、

朝原雄三監督作品。（上映会使用の際は事前届け出が必要で

す） 

114 

松竹 
出演者：西田敏行／三國連太郎／浅田美代子／檀れい 

／高嶋政伸 

平成 19年 利用区分 B－3 DVD 
複数 

字幕 

FD2020-011  

紅の豚  深紅の飛行艇を操る豚のポルコ・ロッソは、かつて人間

だった頃、イタリア空軍のエースだった。今はアドリア海

の小島に隠棲し、空中海賊（空賊）を退治した賞金で暮ら

している。エンジン整備のためミラノに向かって飛んでい

たポルコは、空賊の雇ったカーチスと遭遇し撃墜されてし

まう。ピッコロ工房で艇を改修したポルコは、エンジニア

のフィオとともにカーチスとの決闘に臨む。平成４年、宮

崎駿監督作品。（上映会使用の際は事前届け出が必要です） 

93 

スタジオジブリ  

平成 4年 利用区分 B－3 DVD 
複数 

字幕 

 

 



J 子ども物・アニメ Junior 

JB創作アニメ 

分類番号 作品名 内容 分数 

JB2020-001 

それいけ！ 

アンパンマン  

ブックせんせいと 

しおりちゃん  

ホラーマンとにんに

くこぞう 

 『ブックせんせいとしおりちゃん』 ブック先生が本を

読む楽しさをおしえてくれて、みんなは本を読みはじめま

す。そこへしおりちゃんがやってきてしおりの作り方をお

しえてくれました。ところが風でとばされたしおりちゃん

のせいで、ばいきんまん号がおちてしまい…。 

 『ホラーマンとにんにくこぞう』 のどがかわいて死に

そうなホラーマンを通りかかったにんにくこぞうがたすて

くれました。にんにくこぞうは毎日にんにくを食べてるの

で元気いっぱい。ホラーマンもにんにくをたべて元気にな

りたいと、にんにく寺に行きおしょうさんにしゅぎょうを

おねがいすることに。 

25 

日本テレビ  

平成 30年 12月 7日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

JB2020-002 

それいけ！ 

アンパンマン  

アンパンマンと 

はじめての 

クリスマスナイト 

 『アンパンマンとはじめてのクリスマスナイト』 クリ

スマスの日、町の子どもたちはクリスマスナイトのコンサ

ートにむけて歌のれんしゅう中。その歌声を聞いてけむり

いぬがやってきます。ツリーを見てよろこぶけぬりいぬで

すが、けむりいぬは夕方になるとけむりにもどるので、ク

リスマスナイトを知りません。町の子どもたちはそんなけ

むりいぬのためにコンサートをプレゼントします。でもド

クターヒヤリの力で「ばいきんけむりいぬ」になったばい

きんまんがやってきて…。 

25 

日本テレビ  

平成 30年 12月 21日 利用区分 B－3 DVD 字幕 



JB創作アニメ 

分類番号 作品名 内容 分数 

JB2020-003 

それいけ！ 

アンパンマン  

しらたまさんと 

ゆず姫  

マダム・ナンとランプ

の巨人 

 『しらたまさんとゆず姫』 トップスターのしらたまさ

んは、新しいしばいのヒロインをさがしていました。ゆず

じょうからあそびに来たかわいいゆず姫を見てヒロインを

おねがいします。 

 『マダム・ナンとランプの巨人』 カレーパンマンの作

ったカレーは子どもたちにだいにんき。マダムナンもやっ

て来ました。ランプからあらわれたランプのきょじんにマ

ダムナンは「会いたい人は、やさしくてしんせつなばいき

んまんさん」と言います。でもばいきんまんはマダムナン

が大のにがて。 

25 

日本テレビ  

令和元年 9月 20日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

JB2020-004 

それいけ！ 

アンパンマン  

ポッポちゃんと 

ハロウィンマン  

妖精バックと 

ショウガナイさん 

 『ポッポちゃんとハロウィンマン』 きかん車の赤ちゃ

んポッポちゃんはハロウィンの日にアンパンマンやハロウ

ィンマンたちと町にむかいます。みんなとはぐれて大きな

かぼちゃの中でねてしまったポッポちゃん。ねている間に

つれて行かれたところは…。 

 『妖精バックとショウガナイさん』 しょうがゆでみん

なをあたためるショウガナイさんは、妖精バックと出会い

ます。ショウガナイさんのお手つだいをがんばるバック。

そこへばいきんまんがやって来て…。 

25 

日本テレビ  

令和元年 10月 25日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

JB2020-009 

ちびまる子ちゃん 

「まる子、 

偏食をする」の巻 

 食べ物の好き嫌いが激しいまる子は、いつも学校の給食

を残し、残したものを給食袋に入れて家に持って帰ってい

た。健康診断で体重の増えないまる子を心配したお母さん

がまる子をしかるが、偏食は治らない。また、夕飯前だと

いうのにおじいちゃんが、まる子と一緒におやつを食べて

しまって…。 

25 

フジテレビ  

平成 31年 4月 14日 利用区分 B－3 DVD 字幕 



JB創作アニメ 

分類番号 作品名 内容 分数 

JB2020-010 

ちびまる子ちゃん 

「おねえちゃん、 

ついにまる子に 

あいそをつかす」 

の巻 

 相変わらず宿題も勉強もせずにダラけてマンガばかり見

ているまる子。お母さんに注意されても、ああ言えばこう

言うばかり。困ったお母さんは、お姉ちゃんにまる子の勉

強を見てほしいと、ひとつき３０００円で家庭教師をして

もらうことに。いよいよお姉ちゃんによる、まる子へのス

パルタ特訓が始まるが…。 

25 

フジテレビ  

平成 31年 4月 21日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

JB2020-011 

ちびまる子ちゃん 

「まる子、おすし屋さ

んに行く」の巻 

 年金が出たばかりのおじいちゃんは、まる子に誕生日プ

レゼントを買ってあげようと、まる子を誘いおもちゃ屋に

でかける。その帰り、せっかくなので、外食しようとすし

屋に行くが、その店は近所でも高いことで評判の高級すし

店だった。 

25 

フジテレビ  

平成 31年 4月 28日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

JB2020-012 

ちびまる子ちゃん 

「おかあさんの日」の

巻 

 みんなが母の日のプレゼントを用意していることを知り

あせるまる子。所持金はたったの２５０円だったが、とり

あえず商店街にプレゼントをさがしに行く。すてきなハン

カチを見つけメッセージカードも書いて、お母さんの喜ぶ

顔を想像すると幸せいっぱいな気持ちになるまる子だっ

た。しかしまる子のプレゼントをめぐって思わぬことに…。 

25 

フジテレビ  

令和元年 5月 12日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

 


