
 

 

 

 

ＣＤ（ジャンル・タイトル順） 

 タイトル アーティスト ジャンル 備考 所蔵館 

１ ｕｎｔｉｔｌｅｄ（アンタイトル） ＡＲＡＳＨＩ ポピュラー音楽 邦楽 ながさか図書館 

2 歌祭文 一青窈 ポピュラー音楽 邦楽 ながさか図書館 

3 Everybody!! （エブリバディ） WANIMA ポピュラー音楽 邦楽 たかね図書館 

4 がらくた 桑田佳祐 ポピュラー音楽 邦楽 小淵沢図書館 

5 
THE FIGHTING MAN 

（ザ ファイティング マン） 
エレファントカシマシ 

 

ポピュラー音楽 

 

邦楽 
すたま森の図書館 

6 
BEST SELECTION“ｂｌａｎｃ”      

（ベスト セレクション ブラン） 
Ａｉｍｅｒ 

 

ポピュラー音楽 

 

邦楽 

 

ながさか図書館 

7 ｄｉｏｒａｍａ （ジオラマ） 米津 玄師 
 

ポピュラー音楽 

 

邦楽 

金田一春彦   

記念図書館 

 

北杜市図書館新着視聴覚資料案内   
              平成３０年５月１０日 更新 



 タイトル アーティスト ジャンル 備考 所蔵館 

8 Ｊｕｉｃｅ （ジュース） Little Glee Monster ポピュラー音楽 邦楽 むかわ図書館 

9 真っ白なものは汚したくなる 欅坂４６ ポピュラー音楽 邦楽 すたま森の図書館 

10 Finally （ファイナリ―） 安室奈美恵 ポピュラー音楽 邦楽 たかね図書館 

11 ＢＯＯＴＬＥＧ （ブートレグ） 米津玄師 ポピュラー音楽 邦楽 
金田一春彦 

記念図書館 

12 youth （ユース） 竹原ピストル ポピュラー音楽 邦楽 小淵沢図書館 

13 
イマージュ１７エモーショナル・アンド・ 

リラクシング 
羽毛田丈史  ポピュラー音楽 

TV 主題歌・ 

CM ソング・ 

スポーツテーマ 

小淵沢図書館 

14 
最新版 NHK 大河ドラマテーマ音楽全集    

１９６３-２０１７ 
 ポピュラー音楽 

TV 主題歌・ 

CM ソング・ 

スポーツテーマ 

金田一春彦 

記念図書館 

15 
あなたにバラの花束を 

ベスト・オブ・ルス・カサル 
ルス・カサル ポピュラー音楽 洋楽 小淵沢図書館 

16 ＧＲＡＭＭＹノミニーズ ２０１８ ブルーノ・マーズ 他 ポピュラー音楽 洋楽 ながさか図書館 



 タイトル アーティスト ジャンル 備考 所蔵館 

17 コンクリート・アンド・ゴールド フー・ファイターズ ポピュラー音楽 洋楽 すたま森の図書館 

18 ジャスト・ザ・ビギニング 
グレース・ヴァンダーウ

ォール 
ポピュラー音楽 洋楽 すたま森の図書館 

19 スコア ２CELLOS ポピュラー音楽 洋楽 
金田一春彦 

記念図書館 

20 ダーティ・ワーク ザ・アルバム オースティン・マホーン ポピュラー音楽 洋楽 すたま森の図書館 

21 レインボー ケシャ ポピュラー音楽 洋楽 小淵沢図書館 

22 レピュテーション テイラー・スウィフト ポピュラー音楽 洋楽 ながさか図書館 

23 ワッツ・アップ パーティーメガヒッツ ジャスティン・ビーバー 他 ポピュラー音楽 洋楽 ながさか図書館 

24 蜜蜂と遠雷音楽集 
 イシュトヴァーン・ 

セーケイ 
クラッシック 洋楽 ながさか図書館 

25 さくらさくら～琴ベスト 米川敏子 他 純邦楽 筝曲 
ライブラリー 

はくしゅう 



 タイトル アーティスト ジャンル 備考 所蔵館 

26 世界の歌 東儀秀樹 その他音楽 
インストゥル

メンタル 
むかわ図書館 

27 
ジャズ・レコード 100 周年記念         

コンピレイション 
ビリー・ホリデイ 他 その他音楽 ジャズ たかね図書館 

28 唱歌ベスト（決定版） ひばり児童合唱団 他 その他音楽 唱歌 むかわ図書館 

29 昭和漫才傑作選（ザ・ベスト） 中田ダイマル 他 演劇・演芸 漫才 たかね図書館 

30 稲川淳二の怖～い話ベスト 稲川淳二 演劇・演芸 朗読 たかね図書館 

31 
いつでも★どこでも★すぐにできる      

１分ふれあいあそびうた３０ 
米澤円 他 児童 童謡 ながさか図書館 

32 こどものうた３枚組でどーん！  児童 童謡 すたま森の図書館 

33 
"メモリアルアルバム Plus 

やくそくハーイ！おかあさんといっしょ NHK 
横山だいすけ 他 児童 TV 幼児番組 小淵沢図書館 

34 九九のうた・県庁所在地のうた 山野さと子 他 児童 教育 ながさか図書館 



 

ＤＶＤ（ジャンル・タイトル順）  

※著作権の関係上、東宝・松竹作品など、一部のＤＶＤについては、所蔵館以外からの貸出が出来ない資料もあります。ご了承ください。 

 タイトル 発売元 ジャンル 備考 所蔵館 

1 キセキ～あの日のソビト～ ハピネット 邦画 人間ドラマ たかね図書館 

2 聖の青春 KADOKAWA 邦画 人間ドラマ 小淵沢図書館 

3 
植物図鑑 

－運命の恋、ひろいました－ 
松竹 邦画 人間ドラマ ながさか図書館 

4 ツバキ文具店１ NHK エンタープライズ 邦画 人間ドラマ 
金田一春彦 

記念図書館 

5 ツバキ文具店２ NHK エンタープライズ 邦画 人間ドラマ 
金田一春彦 

記念図書館 

6 ツバキ文具店３ NHK エンタープライズ 邦画 人間ドラマ 
金田一春彦 

記念図書館 

7 南極料理人 ポニーキャニオン 邦画 人間ドラマ 明野図書館 



 タイトル 発売元 ジャンル 備考 所蔵館 

8 精霊の守り人 2 悲しき破壊神  １ ポニーキャニオン 邦画 
SF/    

ファンタジー 
むかわ図書館 

9 精霊の守り人 2 悲しき破壊神  2 ポニーキャニオン 邦画 
SF/    

ファンタジー 
むかわ図書館 

10 精霊の守り人 2 悲しき破壊神  3 ポニーキャニオン 邦画 
SF/    

ファンタジー 
むかわ図書館 

11 精霊の守り人 2 悲しき破壊神  4 ポニーキャニオン 邦画 
SF/    

ファンタジー 
むかわ図書館 

12 精霊の守り人 2 悲しき破壊神  5 ポニーキャニオン 邦画 
SF/    

ファンタジー 
むかわ図書館 

13 超高速！参勤交代リターンズ 松竹 邦画 
時代劇/  

歴史劇 

ライブラリー 

はくしゅう 

14 189 系快速富士山 テイチク 邦画 電車 小淵沢図書館 

15 E351 系特急スーパーあずさ テイチク 邦画 電車 小淵沢図書館 

16 仮面ライダー×スーパー戦隊超ヒーロー大戦 東映ビデオ 邦画 特撮 たかね図書館 



 タイトル 発売元 ジャンル 備考 所蔵館 

17 新・恐竜大進撃 NHK エンタープライズ 邦画 恐竜 小淵沢図書館 

18 
NEW しんかんせんスペシャル５０＋SL スペシ

ャル５０ 
ビジュアル・ケイ 邦画 児童/電車 すたま森の図書館 

19 
NEW てつどうスペシャル５０＋じどうしゃスペ

シャル５０ 
ビジュアル・ケイ 邦画 児童/電車 すたま森の図書館 

20 聲の形 ポニーキャニオン 邦画 アニメーション 小淵沢図書館 

21 
ちびまる子ちゃん 

「青い瞳のともだち」の巻 
ポニーキャニオン 邦画 アニメーション 小淵沢図書館 

22 
ＤＲＡＧＯＮＢＡＬＬ Ｚ 

神と神 

20 世紀フォックス 

ホームエンター 

テイメント 

邦画 アニメーション 明野図書館 

23 平成狸合戦ぽんぽこ 
ウォルトディズニー 

スタジオジャパン 
邦画 アニメーション 

金田一春彦 

記念図書館 

24 ルドルフとイッパイアッテナ バップ 邦画 アニメーション むかわ図書館 

25 ONE PIECE FILM GOLD 東映ビデオ 邦画 アニメーション たかね図書館 



 タイトル 発売元 ジャンル 備考 所蔵館 

26 てくてく山梨百名山  Vol．１ 
NNS 日本ネットワーク

サービス 
邦画 山歩き たかね図書館 

27 てくてく山梨百名山  Vol、２ 
NNS 日本ネットワーク

サービス 
邦画 山歩き たかね図書館 

28 日の名残り 
ソニーピクチャーズ 

エンタテインメント 
洋画 人間ドラマ 小淵沢図書館 

29 ルーム 
カルチュア・ 

パブリッシャーズ 
洋画 人間ドラマ ながさか図書館 

30 ライオン 25 年目のただいま ギャガ 洋画 人間ドラマ 明野図書館 

31 キングスマン KADOKAWA 洋画 
アクション/

スペクタル 
すたま森の図書館 

32 ダンケルク 
ワーナー・ブラザース  

ホームエンターテイメント 
洋画 

アクション/

スペクタル 
すたま森の図書館 

33 
ミッション：インポッシブル 

ローグ・ネイション 
パラマウントジャパン 洋画 

アクション/

スペクタル 
明野図書館 

34 パッセンジャー 
ソニー・ピクチャーズ 

エンタテインメント 
洋画 

SF/    

ファンタジー 
すたま森の図書館 



 タイトル 発売元 ジャンル 備考 所蔵館 

35 ホビット～決戦のゆくえ～ 
ワーナー・ブラザース・ 

ホームエンターテイメント 
洋画 

SF/    

ファンタジー 
たかね図書館 

36 美女と野獣 
ウォルト・ディズニー・   

ジャパン 
洋画 ミュージカル ながさか図書館 

37 マクベス 
ＹＯＳＨＩＭＯＴＯ 

Ｒ ａｎｄ Ｃ 
洋画 

時代劇/  

歴史劇 

ライブラリー 

はくしゅう 

38 怪盗グルーの月泥棒 
ジュネオン・ユニバーサル 

エンターテイメント 
洋画 アニメーション 明野図書館 

39 
きかんしゃトーマス ソドー島ツアー 

 ビックリ！！ハプニング編 

ソニー・クリエイティブ 

プロダクツ 
洋画 アニメーション ながさか図書館 

40 ＳＩＮＧ（シング） 
ＮＢＣユニバーサル 

エンターテイメント 
洋画 アニメーション 明野図書館 

41 トムとジェリー夢のチョコレート工場 
ワーナー・ブラザース・  

ホームエンターテイメント 
洋画 アニメーション 

金田一春彦 

記念図書館 

42 トロールズ 

20 世紀フォックス 

ホームエンター 

テイメントジャパン 

洋画 アニメーション 
金田一春彦 

記念図書館 

43 チップとデール～リスの山小屋合戦～ 
FINE DISC 

CORPOPATION 
洋画 アニメーション たかね図書館 



 タイトル 発売元 ジャンル 備考 所蔵館 

44 ペット 
ＮＢＣユニバーサル・  

エンターテイメント 
洋画 アニメーション 

ライブラリー 

はくしゅう 

45 
ミッキーマウスとロードレーサーズ 

    －みんなでゴー！－ 

ウォルト・ディズニー・ 

ジャパン 
洋画 アニメーション ながさか図書館 

46 モアナと伝説の海 
ウォルト・ディズニー・ 

ジャパン 
洋画 アニメーション むかわ図書館 

 

 


