
 

 

 

 

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 
Are You Happy?        

（アー ユー ハッピー？） 
ARASHI ポピュラー音楽  

金田一春彦記念 

図書館 

２ アンコール ｂａｃｋ ｎｕｍｂｅｒ ポピュラー音楽  
ライブラリー 

はくしゅう 

３ 
WELCOME BACK          

（ウェルカム バック） 
ｉＫＯＮ ポピュラー音楽  すたま森の図書館 

４ 宇宙図書館 松任谷由美 ポピュラー音楽  
金田一春彦記念 

図書館 

５ 

ALL SINGLｅｅｅｅＳ             

（オールシングルズ アンド ニュービギニング） 

～＆ New Beginning～ 

GRｅｅｅｅＮ ポピュラー音楽  ながさか図書館 

６ 
Café Jazz（カフェ ジャズ） 

for adults Best30 
 ポピュラー音楽 ジャズ 明野図書館 

７ THE KIDS（キッズ） Suchmos ポピュラー音楽  小淵沢図書館 

８ Just Love（ジャスト ラブ） 西野 カナ ポピュラー音楽  
ライブラリー 

はくしゅう 

 

北杜市図書館新着視聴覚資料案内   
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 タイトル アーティスト ジャンル 備考 所蔵館 

９ 
Joyful Monster            

（ジョイフル モンスター） 

Ｌｉｔｔｌｅ      

Ｇｌｅｅ Ｍｏｎｓｔｅｒ 
ポピュラー音楽  

ライブラリー 

はくしゅう 

１０ 

SMAP 25 YEARS 

（スマップ トゥエンティ―ファイブ 

イヤーズ） 

SMAP ポピュラー音楽  明野図書館 

１１ 
TIMELESS WORLD               

（タイムレス ワールド） 
コブクロ ポピュラー音楽  

ライブラリー 

はくしゅう 

１２ 超いきものばかり いきものがかり ポピュラー音楽  むかわ図書館 

１３ 
中島みゆき・２１世紀 

ベストセレクション『前途』 
中島みゆき ポピュラー音楽  ながさか図書館 

１４ 
２０周年記念 オリジナル ベストセ

レクション 
水森 かおり ポピュラー音楽 歌謡曲 小淵沢図書館 

１５ 
日本縦断こころ旅 

ソングコレクション 
池田 綾子 ポピュラー音楽 放送音楽 すたま森の図書館 

１６ 人間開花 RADWIMPS ポピュラー音楽  むかわ図書館 

１７ アイ・シー・ユー ザ・エックス・エックス ポピュラー音楽 洋楽・ロック 
ライブラリー 

はくしゅう 

１８ Ambitions（アンビションズ） ONE OK ROCK ポピュラー音楽 洋楽 ながさか図書館 



 タイトル 発売元 ジャンル 備考 所蔵館 

１９ インドカレー屋の BGM デラックス 
SANDESH 

SANDHILYA ほか 
ポピュラー音楽 洋楽 たかね図書館 

２０ グローリー ブリトニー・スピアーズ ポピュラー音楽 洋楽・ロック ながさか図書館 

２１ GRAMMY ノミニーズ ２０１６ マーク・ロンソンほか ポピュラー音楽 洋楽 たかね図書館 

２２ GRAMMY ノミニーズ ２０１７  ポピュラー音楽 洋楽 
金田一春彦記念 

図書館 

２３ スターボーイ 
ザ・ウィークエンド 演

奏 
ポピュラー音楽 洋楽・ロック 

ライブラリー 

はくしゅう 

２４ 
レガシー ザ・ヴェリー・ベスト・オブ・

デヴィッド・ボウイ 
デヴィッド・ボウイ ポピュラー音楽 洋楽・ロック 小淵沢図書館 

２５ ルーカス・グラハム ルーカス・グラハム ポピュラー音楽 洋楽・ロック すたま森の図書館 

２６ ハッピー・ハロウィン・オルゴール  その他音楽 
インストゥルメ

ンタル 
すたま森の図書館 

２７ ナイツ爆笑漫才スーパーベスト ナイツ 演劇・演芸 漫才 たかね図書館 

２８ みどりの窓口 立川 志の輔 演劇・演芸 落語 すたま森の図書館 



 

 

 

 

 タイトル 発売元 ジャンル 備考 所蔵館 

２９ はんどたおる 立川 志の輔 演劇・演芸 落語 すたま森の図書館 

３０ まぶた 飛行機で眠るのは難しい 小川 洋子著、wis 朗読 文芸 朗読 たかね図書館 

３１ 
お母さんと赤ちゃんのためのはじめて

のおうた 
 児童 童謡 小淵沢図書館 

３２ 
おどってあそぼう!! 

ケロポンズ BEST 
ケロポンズ 児童  ながさか図書館 

３３ 
にほんごであそぼ            

ちょちょいのちょい暗記 ＮＨＫ 
小錦 八十吉 ほか 児童 日本語・放送音楽 

ライブラリー 

はくしゅう 

３４ 

HIT SONGS for KIDS 

（ヒット ソングス フォー キッズ） 

えいごのうた 

 児童 童謡 小淵沢図書館 

３５ 

行事・イベントを楽しく盛り上げる！ 

アイディア☆お役立ち効果音＆BGM

春・夏編 

 自然音・効果音  むかわ図書館 

３６ 

行事・イベントを楽しく盛り上げる！ 

アイディア☆お役立ち効果音＆BGM

秋・冬編 

 自然音・効果音  むかわ図書館 



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 エヴェレスト 神々の山嶺 アスミック・エース 邦画 人間ドラマ たかね図書館 

２ 小林一三 NHK エンタープライズ 邦画 ドラマ 明野図書館 

３ 精霊の守り人 シーズン１Vol.1 ポニーキャニオン 邦画 ドラマ むかわ図書館 

４ 精霊の守り人 シーズン１Vol.2 ポニーキャニオン 邦画 ドラマ むかわ図書館 

５ ふしぎな岬の物語 東映ビデオ 邦画 人間ドラマ 小淵沢図書館 

６ 家族はつらいよ 松竹 邦画 コメディー 小淵沢図書館 

７ 殿、利息でござる！ 松竹 邦画 時代劇/歴史劇 ながさか図書館 

８ 風の谷のナウシカ 
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 ながさか図書館 

９ カレーの国のコバール キッズステーション 邦画 
子ども向け       

アニメーション 

金田一春彦記念 

図書館 



 タイトル 発売元 ジャンル 備考 所蔵館 

１０ 
ちびまる子ちゃん 

「はじめまして！北の大地」の巻 
ポニーキャニオン 邦画 

子ども向け      

アニメーション 
小淵沢図書館 

１１ NEW とっきゅう スペシャル１００ ビジュアル・ケイ 邦画 
子ども向け      

鉄道車両 
小淵沢図書館 

１２ エール！ 
ニューセレクト  

アルバトロス 
洋画 人間ドラマ 

ライブラリー 

はくしゅう 

１３ ニュー・シネマ・パラダイス アスミック 洋画 人間ドラマ ながさか図書館 

１４ ブルックリン 
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 人間ドラマ むかわ図書館 

１５ チャッピー 
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 

１６ ホビット 竜に奪われた王国 
ワーナー・ホーム・ 

ビデオ 
洋画 SF/ファンタジー たかね図書館 

１７ ズートピア 
ウォルト・ディズニー・

スタジオ・ジャパン 
洋画 

子ども向け       

アニメーション 
たかね図書館 

１８ 
トムとジェリー 

アカデミー・コレクション 

ウォルト・ディズニー 

スタジオ・ジャパン 
洋画 

子ども向け     

アニメーション 
ながさか図書館 

１９ 
はじめましてトーマス  おおきなき

かんしゃヘンリーとゴードン 
ポニーキャニオン 洋画 

子ども向け       

アニメーション 

金田一春彦記念 

図書館 



 タイトル 発売元 ジャンル 備考 所蔵館 

２０ ファインディング ドリー 
ウォルト・ディズニー・

ジャパン 
洋画 

子ども向け       

アニメーション 
明野図書館 

２１ 
リトルプリンス 

星の王子さまと私 

ワーナー・ブラザーズ・

ホームエンターテイメン

ト 

洋画 
子ども向け      

アニメーション 
すたま森の図書館 

 


