
2021.3現在

タイトル サブタイトル／巻タイトル 巻次 著者名1 著者名2 発行所 発行年月

1 アイアン・ジャイアント ブラッド・バード／監督・原案 ワーナー・ブラザーズ

2 アズールとアスマール 浅野 雅博／声 森岡 弘一郎／声 ウォルトディズニースタジオホームエンターテイメント 2008.3

3 あそびにいきましょ ディック・ブルーナ／原作 村田さち子／日本語版脚本 講談社 2004.3

4 アナと雪の女王 クリス・バック／監督 ジェニファー・リー／監督・脚本 ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン 2014.10

5 アニメ文学館  新潮社文庫 1 高須賀 勝己／演出 川端康成／原作 日本アニメ企画 2006.10

6 アニメ文学館  新潮社文庫 2 泉鏡花／原作 小泉八雲／原作 日本アニメ企画 2006.10

7 アニメ文学館  新潮社文庫 3 堀辰雄／原作 谷崎潤一郎／原作 日本アニメ企画 2006.10

8 アニメ文学館  新潮社文庫 4 石原慎太郎／原作 田中英光／原作 日本アニメ企画 2006.10

9 アニメ文学館  新潮社文庫 5 森 ?外／原作 樋口 一葉／原作 日本アニメ企画 2006.10

10 アニメ文学館  新潮社文庫 6 井上靖／原作 尾崎士郎／原作 日本アニメ企画 2006.10

11 アニメ文学館  新潮社文庫 7 林芙美子／原作 芥川龍之介／原作 日本アニメ企画 2006.10

12 アニメ文学館  新潮社文庫 8 三島 由紀夫／原作 日本アニメ企画 2006.10

13 アニメ文学館  新潮社文庫 9 夏目 漱石／原作 日本アニメ企画 2006.10

14 アニメ文学館  新潮社文庫 10 山本有三／原作 日本アニメ企画 2006.10

15 アニメ文学館  新潮社文庫 11 竹山 道雄／原作 日本アニメ企画 2006.10

16 アニメ文学館  新潮社文庫 12 富田 常雄／原作 日本アニメ企画 2006.10

17 アニメ文学館  新潮社文庫 13 江戸川 乱歩／原作 日本アニメ企画 2006.10

18 アニメ文学館  新潮社文庫 14 赤川 次郎／原作 日本アニメ企画 2006.10

19 アニメ文学館  新潮社文庫 15 武者小路実篤／原作 久米正雄／原作 日本アニメ企画 2006.10

20 あらいぐまラスカル 完結版 楠葉 宏三／演出 スターリング・ノース／原作 バンダイビジュアル 2007.11

21 あらしのよるに １ きむら ゆういち／原作 あべ 弘士／絵 ＮＨＫエンタープライズ ２００５

22 あらしのよるに ３ きむら ゆういち／原作 あべ 弘士／絵 ＮＨＫエンタープライズ ２００５

23 あらしのよるに ２ きむら ゆういち／原作 あべ 弘士／絵 ＮＨＫエンタープライズ ２００５

24 アルプスの少女ハイジ 4 高畑 勲／演出 ヨハンナ・スピリ／原作 バンダイビジュアル 2004.12

25 アルプスの少女ハイジ 12 高畑 勲／演出 ヨハンナ・スピリ／原作 バンダイビジュアル 2004.12

26 アルプスの少女ハイジ 9 高畑 勲／演出 ヨハンナ・スピリ／原作 バンダイビジュアル 2004.12

27 アルプスの少女ハイジ 13 高畑 勲／演出 ヨハンナ・スピリ／原作 バンダイビジュアル 2004.12

28 アルプスの少女ハイジ 11 高畑 勲／演出 ヨハンナ・スピリ／原作 バンダイビジュアル 2004.12

29 アルプスの少女ハイジ 10 高畑 勲／演出 ヨハンナ・スピリ／原作 バンダイビジュアル 2004.12

30 アルプスの少女ハイジ 3 高畑 勲／演出 ヨハンナ・スピリ／原作 バンダイビジュアル 2004.12

31 アルプスの少女ハイジ 8 高畑 勲／演出 ヨハンナ・スピリ／原作 バンダイビジュアル 2004.12

32 アルプスの少女ハイジ 7 高畑 勲／演出 ヨハンナ・スピリ／原作 バンダイビジュアル 2004.12

33 アルプスの少女ハイジ 6 高畑 勲／演出 ヨハンナ・スピリ／原作 バンダイビジュアル 2004.12

34 アルプスの少女ハイジ 5 高畑 勲／演出 ヨハンナ・スピリ／原作 バンダイビジュアル 2004.12

35 アルプスの少女ハイジ 1 高畑 勲／演出 ヨハンナ・スピリ／原作 バンダイビジュアル 2004.12
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36 アルプスの少女ハイジ 2 高畑 勲／演出 ヨハンナ・スピリ／原作 バンダイビジュアル 2004.12

37 あーんあん 古庄 賢太郎／監督 せな けいこ／原作・監修・イラストレーション ＴＤＫコア 〔２００３．７〕

38 アレクサンドル・ペトロフ作品集 Alexander Petrov Film Works アレクサンドル・ペトロフ／監督 ジェネオンエンタテインメント 2007.7

39 いたずらスヌーピー REMASTERED DELUXE EDITION ビル・メレンデス／製作・監督 チャールズ・シュルツ／原作 ワーナー・ホーム・ビデオ 2010.9

40 いやだいやだ 古庄 賢太郎／監督 せな けいこ／原作・監修・イラストレーション ＴＤＫコア 〔２００３．７〕

41 WALL・Eウォーリー ウォルトディズニースタジオホームエンターテイメント 2009.7

42 うぐいす姫 佐野 浅夫／おはなし 北星 2008.4

43 おさるのジョージ マシュー・オキャラハン／監督 ウィル・フェレルほか／声の出演 ユニバーサル・ピクチャーズ・ジャパン 2006.11

44 おにたのぼうし あまん きみこ／原作 さかい あきお／監督 北星 2008.4

45 おまえうまそうだな 宮西達也劇場 Vol.2 瀧澤 正治／監督 宮西 達也／原作 トムス・エンタテインメント 2011.7

46 おまえうまそうだな 藤森 雅也／監督 宮西 達也／原作 ハピネット 2011.2

47 おむすびころりん 佐野 浅夫／おはなし 北星 2008.4

48 おもひでぽろぽろ 高畑 勲／脚本・監督 岡本 蛍／原作 ブエナビスタホームエンターテイメント [200-]

49 おれたち、ともだち! 土田 勇／監督 内田 麟太郎／原作 東映ビデオ [2007.6]

50 カールじいさんの空飛ぶ家 ドクター・ピート／監督 ウォルトディズニースタジオホームエンターテイメント [2010.7]

51 かぐや姫の物語 高畑 勲／原案・脚本・監督 朝倉 あき／声 ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン 2015.3

52 かもさんおとおり ロバート・マックロスキー／原作 ヤマハミュージックアンドビジュアルズ 2010.2

53 からすのパンやさん どろぼうがっこう かこ さとし／原作 小泉 謙三／監督 東映ビデオ 2007.6

54 ガリバー旅行記 ケー・アイ・コーポレーション 2009.12

55 かわいいミッフィー ディック・ブルーナ／原作 講談社 2010.6

56 カワウソ親子の冒険 椋 鳩十／原作 奥田 誠治／監督 北星 2008.4

57 かんすけさんとふしぎな自転車 松野 正子／原作 平田 敏夫／監督 北星 2008.4

58 ガンバリルおじさんのまめスープ 大原 実／監督 山本 泰一郎／監督 バップ 2010.12

59 がんばれスイミー レオレオニ／原作 尾鷲 英俊／監督 北星 2008.4

60 きかんしゃトーマス キャラクター大図鑑 羽多野 渉／声の出演 ソニー・クリエイティブプロダクツ 2010.4

61 きもだめしのばん 岡 佳広／脚本・演出 木暮 正夫／原作 北星 2008.4

62 キリクと魔女 ミッシェル・オスロ／原作・脚本・監督 高畑 勲／日本語版翻訳・演出 ブエナビスタホームエンターテイメント 2004.5

63 キリクと魔女 4つのちっちゃな大冒険 2 ミッシェル・オスロ／脚本・監督 小林 由美子ほか／声の出演 アルバトロス 2006.12

64 グスコーブドリの伝記 杉井 ギサブロー／監督・脚本 宮沢 賢治／原作 バンダイビジュアル [2014.11]

65 くまのアーネストおじさんとセレスティーヌ バンジャマン・レネール／監督 ステファン・オビエほか／監督 ギャガ 2015

66 くまのおいしゃさん 金森 三千雄／原作 葛岡 博／監督 北星 2008.4

67 くまのコールテンくん ヤマハ・アトス・ミュージック・アンド・ビジュアルズ 2009.3

68 くまのプーさん スティーブン・アンダーソンほか／監督 ジム・カミングスほか／声の出演 ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン 2012.5

69 クマのミナクロと公平じいさん 最上 二郎／原作 後藤 俊夫／監督 北星 2008.4

70 ぐるんぱのようちえん かやもと あきら／監督 西内 ミナミ／原作・監修・イラストレーション ＴＤＫコア 〔２００７．３〕

71 ゲド戦記 ｔａｌｅｓ ｆｒｏｍ Ｅａｒｔｈｓｅａ 宮崎 吾朗／監督 アーシュラ・Ｋ．ル＝グヴィン／原作  ブエナビスタホームエンターテイメント ２００７．９

72 恋するスヌーピー REMASTERED DELUXE EDITION ビル・メレンデス／製作・監督 チャールズ・シュルツ／原作 ワーナー・ホーム・ビデオ 2011.2

73 ごきげんなライオン ヤマハミュージックアンドビジュアルズ 2010.1
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74 こぐまのボリス ディック・ブルーナ／原作 村田 さち子／日本語版脚本 講談社 2004.3

75 コクリコ坂から 宮崎 吾朗／監督 高橋 千鶴／原作 ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン 2012.9

76 5等になりたい。 ⾧編アニメーション映画 加藤 盟／監督 岸川 悦子／原作 神奈川県映画教育協会 2011.1

77 この世界の片隅に こうの史代／原作 片渕 須直／監督・脚本 バンダイビジュアル株式会社 2018.5

78 さよならジャンボ 小澤 慎一朗／ほか演出 やなせ たかし／原作 バップ 2010.12

79 じてんしゃにのるひとまねこざる ヤマハミュージックアンドビジュアルズ 2010.1

80 ジブリの本棚 ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン 2011.8

81 １４ひきのこもりうた いわむら かずお／原作・監修 竹下 景子／ほか声 ＴＤＫコア 〔２００７．２〕

82 １４ひきのぴくにっく いわむら かずお／原作・監修 竹下 景子／ほか声 ＴＤＫコア 〔２００７．２〕

83 10ぴきのかえる 1 細田 雅弘／監督 安東 郁／脚本 東映ビデオ [2007.6]

84 10ぴきのかえる 2 細田 雅弘／監督 安東 郁／脚本 東映ビデオ [2007.6]

85 シュレック アンドリュー・アダムソン／監督 ヴィッキー・ジェンソン／監督 パラマウントジャパン 2009.3

86 シリウスの伝説 波多 正美／監督 辻 信太郎／製作・原作 サンリオ 2005.10

87 しろいうま 芝山 努／監督 篠原 俊哉／監督 バップ 2010.12

88 シンデレラ ケー・アイ・コーポレーション 2009.12

89 すいかのたね かやもと あきら／監督 さとう わきこ／原作・監修・イラストレーション ＴＤＫコア 〔２００７．３〕

90 スイミー レオ・レオニ／作 谷川 俊太郎／訳 ヤマハミュージックメディア 〔２００１．７〕

91 すてきなコンサート くまのおいしゃさん 金森 三千雄／原作 望月 敬一郎／監督 北星 2008.4

92 すてきな三にんぐみ トミー・アンゲラー／作 ヤマハ・アトス・ミュージック・アンド・ビジュアルズ 2008.12

93 スヌーピーとかぼちゃ大王 REMASTERED DELUXE EDITION ビル・メレンデス／監督 チャールズ・シュルツ／原作 ワーナー・ホーム・ビデオ 2008.10

94 スヌーピーと幸せのブランケット REMASTERED DELUXE EDITION ビル・メレンデス／監督 チャールズ・シュルツ／原作 ワーナー・ホーム・ビデオ 2011.8

95 スヌーピーと豆の木 REMASTERED DELUXE EDITION サム・ジェイムス／監督 ビル・メレンデス／監督 ワーナー・ホーム・ビデオ 2011.8

96 スヌーピーのイースター REMASTERED DELUXE EDITION フィル・ローマン／監督 チャールズ・シュルツ／原作 ワーナー・ホーム・ビデオ 2009.3

97 スヌーピーのバレンタイン REMASTERED DELUXE EDITION フィル・ローマン／監督 チャールズ・シュルツ／原作 ワーナー・ホーム・ビデオ 2009.1

98 スヌーピーのメリークリスマス REMASTERED DELUXE EDITION ビル・メレンデス／監督 チャールズ・シュルツ／原作 ワーナー・ホーム・ビデオ 2008.10

99 スヌーピーのモトクロス大会 REMASTERED DELUXE EDITION ビル・メレンデス／監督 チャールズ・シュルツ／原作 ワーナー・ホーム・ビデオ 2009.3

100 スヌーピーの感謝祭 REMASTERED DELUXE EDITION ビル・メレンデス／監督 チャールズ・シュルツ／原作 ワーナー・ホーム・ビデオ 2008.10

101 スヌーピーの選挙活動 REMASTERED DELUXE EDITION ビル・メレンデス／監督 チャールズ・シュルツ／原作 ワーナー・ホーム・ビデオ 2009.1

102 スヌーピー誕生 REMASTERED DELUXE EDITION サム・ジェイムス／監督 チャールズ・シュルツ／原作 ワーナー・ホーム・ビデオ 2009.7

103 スノーマン レイモンド・ブリッグズ／原作 NHKエンタープライズ 2013.11

104 セロ弾きのゴーシュ 宮沢 賢治／原作 高畑 勲／脚本・監督 ブエナビスタホームエンターテイメント ２００６

105 そっくりのくりのき 芝山 努／監督 大原 実／監督 バップ 2010.12

106 ダンボ スペシャル・エディション ウォルトディズニースタジオホームエンターテイメント [2010.6]

107 チェブラーシカ ロマン・カチャーノフ／監督 エドゥアルド・ウスペンスキー／原作 ウォルトディズニースタジオホームエンターテイメント 2009.2

108 つくったのなあに? ディック・ブルーナ／原作 村田 さち子／日本語版脚本 講談社 2004.3

109 つるにのって とも子の冒険 有原 誠治／監督・脚本 三石 琴乃ほか／声の出演 虫プロダクション 2007.7

110 ティンカー・ベル ウォルトディズニースタジオホームエンターテイメント [2010.1]

111 ティンカー・ベルと妖精の家 ブラッドリー・レイモンド／監督 メイ・ウィットマン／声の出演 ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン 2011.10
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112 ティンカー・ベルと流れ星の伝説 スティーヴ・ローター／監督 トム・ロジャースほか／脚本 ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン [2015]

113 とうさんまいご かやもと あきら／監督 五味 太郎／原作・監修・イラストレーション ＴＤＫコア 〔２００７．３〕

114 トーヴェ・ヤンソンのムーミン 絵本完全版 トーヴェ・ヤンソン／絵 角川コンテンツゲート 2011.4

115 となりのトトロ 宮崎 駿／原作・脚本・監督 スタジオジブリ／制作 ブエナビスタホームエンターテイメント 2003.3

116 とびだす絵本 「ねずみくんのチョッキ」「ぴょーん」ほか全5編 堀江 美都子／歌・声 なかえ よしを／原作 ポニーキャニオン 2013.4

117 トム・ソーヤーの冒険 完結版 楠葉 宏三／演出 マーク・トウェイン／原作 バンダイビジュアル [2007.11]

118 トムとジェリー 1 森田 あゆみほか／声の出演 佐川 有香ほか／声の出演 コアラブックス 2012.1

119 トムとジェリー 2 小坂 知裕ほか／声の出演 森田 あゆみほか／声の出演 コアラブックス 2012.1

120 トムとジェリー 3 小坂 知裕ほか／声の出演 佐川 有香ほか／声の出演 コアラブックス 2012.1

121 トムとジェリー 4 佐川 有香ほか／声の出演 田中 輝ほか／声の出演 コアラブックス 2012.1

122 トムとジェリー 5 佐川 有香ほか／声の出演 柴田 翔平ほか／声の出演 コアラブックス 2012.1

123 トムとジェリー 6 小坂 知裕ほか／声の出演 森田 あゆみほか／声の出演 コアラブックス 2012.1

124 トムとジェリー 7 小坂 知裕ほか／声の出演 森田 あゆみほか／声の出演 コアラブックス 2012.1

125 トムとジェリー 8 大森 ゆずかほか／声の出演 村田 オルトほか／声の出演 コアラブックス 2012.1

126 トムとジェリー 9 森田 あゆみほか／声の出演 佐川 有香ほか／声の出演 コアラブックス 2012.1

127 トムとジェリー 10 内藤 匡郁ほか／声の出演 関口 翔太ほか／声の出演 コアラブックス 2012.1

128 トラップ一家物語 楠葉 宏三／監督・構成・演出 しろやあよ／脚本 バンダイビジュアル [2007.11]

129 どろんこハリー ジーン・ジオン／原作 ペギー・ラスマン／原作 ヤマハ・アトス・ミュージック・アンド・ビジュアルズ 2008.12

130 どんぐりの家 山本 おさむ／総監督・脚本・原作 岡江 久美子ほか／声の出演 汐文社 2011.2

131 なかよしうれしいな! ディック・ブルーナ／原作 村田 さち子／日本語版脚本 講談社 2004.3

132 ナンとジョー先生 若草物語 楠葉 宏三／監督・構成・演出 ルイザ・メイ・オルコット／原作 バンダイビジュアル [2007.11]

133 ねずみくんのチョッキ 1 若林 常夫／監督 なかえ よしを／作 東映ビデオ 2007.6

134 ねずみくんのチョッキ 2 若林 常夫／監督 なかえ よしを／作 東映ビデオ 2007.6

135 のっぺらぼう 楠美 直子／脚本・演出 木暮 正夫／原作 北星 2008.4

136 ハードル ⾧編アニメーション映画 出崎 哲／監督 青木 和雄／原作 毎日ＥＶＲシステム 2007.8

137 ハウルの動く城 宮崎 駿／監督 スタジオジブリ／制作 ブエナビスタホームエンターテイメント [2005.3]

138 ハッピーバースデー 命かがやく瞬間 出崎 哲／監督 青木 和雄／原作 ゴーゴービジュアル企画DVD普及委員会 [2016.1]

139 ハッピーフィート 2 ジョージ・ミラー／監督・製作・脚本 エイヴァ・エイカーズ／声 ワーナーホームビデオ [2016.10]

140 パパ、ママをぶたないで! アニータ・キリ／監督・製作 グロー・ダーレ／原作 パンドラ 2011.7

141 はらぺこあおむし エリック・カール コレクション エリック・カール／原作 アンドリュー・ガフ／監督 日本コロムビア 2011.10

142 パンダコパンダ 高畑 勲／監督 宮崎 駿／脚本 ウォルトディズニースタジオホームエンターテイメント 2009.7

143 バンビ ケー・アイ・コーポレーション 2009.12

144 ピーターパン ケー・アイ・コーポレーション 2009.12

145 ピノキオ ケー・アイ・コーポレーション 2009.12

146 ピノキオ 70TH ANNIVERSARY ウォルトディズニースタジオホームエンターテイメント 2009.8

147 PiPi とべないホタル ⾧編アニメーション映画 中田 新一／監督 小沢 昭巳／原作 コロムビアミュージックエンタテインメント 2007.3

148 ファインディング ニモ アンドリュー・スタントン／監督・原案・脚本 リー・アンクリッチ／共同監督 ブエナビスタホームエンターテイメント 2004.9

149 ファンタジア オリジナル英語版 ケー・アイ・コーポレーション 2009.12
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150 ふしぎねどうして? ディック・ブルーナ／原作 村田 さち子／日本語版脚本 講談社 2004.3

151 ふしぎの国のアリス ケー・アイ・コーポレーション 2009.12

152 ぶどう酒びんのふしぎな旅 藤城清治／影絵 H.C.アンデルセン／原作 ホリプロ [2015.1]

153 フランダースの犬 １ ルイズ・ド・ラ・ラメー／原作 日本アニメーション／制作 バンダイビジュアル

154 フランダースの犬 ２ ルイズ・ド・ラ・ラメー／原作 日本アニメーション／制作 バンダイビジュアル

155 フランダースの犬 ３ ルイズ・ド・ラ・ラメー／原作 日本アニメーション／制作 バンダイビジュアル

156 フランダースの犬 ４ ルイズ・ド・ラ・ラメー／原作 日本アニメーション／制作 バンダイビジュアル

157 フランダースの犬 ５ ルイズ・ド・ラ・ラメー／原作 日本アニメーション／制作 バンダイビジュアル

158 フランダースの犬 ６ ルイズ・ド・ラ・ラメー／原作 日本アニメーション／制作 バンダイビジュアル

159 フランダースの犬 ７ ルイズ・ド・ラ・ラメー／原作 日本アニメーション／制作 バンダイビジュアル

160 フランダースの犬 ８ ルイズ・ド・ラ・ラメー／原作 日本アニメーション／制作 バンダイビジュアル

161 フランダースの犬 ９ ルイズ・ド・ラ・ラメー／原作 日本アニメーション／制作 バンダイビジュアル

162 フランダースの犬 １０ ルイズ・ド・ラ・ラメー／原作 日本アニメーション／制作 バンダイビジュアル

163 フランダースの犬 １１ ルイズ・ド・ラ・ラメー／原作 日本アニメーション／制作 バンダイビジュアル

164 フランダースの犬 １２ ルイズ・ド・ラ・ラメー／原作 日本アニメーション／制作 バンダイビジュアル

165 フランダースの犬 １３ ルイズ・ド・ラ・ラメー／原作 日本アニメーション／制作 バンダイビジュアル

166 ブレイブストーリー 千明 孝一／監督 宮部 みゆき／原作 ワーナー・ホーム・ビデオ C2006

167 ぶんぶくちゃがま 佐野 浅夫／おはなし 北星 2008.4

168 ベイマックス ドン・ホールほか／監督 ジョーダン・ロバーツほか／脚本 ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン 2015.7

169 ベッドのまわりはおばけがいっぱい ヤマハミュージックアンドビジュアルズ 2010.1

170 ホーホケキョとなりの山田くん 高畑 勲／脚本・監督 いしい ひさいち／原作 ブエナビスタホームエンターテイメント 2003.3

171 ポーラー・エクスプレス ロバート・ゼメキス／監督・製作・脚本 クリス・ヴァン・オールスバーグ／原作・製作総指揮 ワーナー・ブラザーズ 2005

172 ポカホンタス ブエナビスタホームエンターテイメント 2003.3

173 ぼくは王さま 高木 淳／監督 寺村 輝夫／作 東映ビデオ 2007.6

174 ほしのこルンダ 増田 敏彦／絵コンテ・演出 川又 浩／絵コンテ・演出 バップ 2010.12

175 まほうつかいのノナばあさん トミー・デ・パオラ／原作 ヤマハ・アトス・ミュージック・アンド・ビジュアルズ 2010.2

176 ミッキーマウス ミッキーのハワイ旅行 FINE DISC CORPORATION 2011.1

177 ミッキーマウス ミッキーのお化け退治 FINE DISC CORPORATION 2011.1

178 ミッキーマウス ミッキーのがんばれサーカス FINE DISC CORPORATION 2011.1

179 ミッキーマウス ミッキーの消防隊 FINE DISC CORPORATION 2011.1

180 ミッキーマウス ミッキーの誕生日 FINE DISC CORPORATION 2011.1

181 ミッフィーとおかあさん ディック・ブルーナ／原作 村田 さち子／日本語版脚本 講談社 2004.3

182 ミッフィーとどうぶつえん ディック・ブルーナ／原作 講談社 2010.6

183 ミッフィーのおじいさまとおばあさま ディック・ブルーナ／原作 講談社 2010.6

184 ミッフィーのおたんじょうび ディック・ブルーナ／原作 村田 さち子／日本語版脚本 講談社 2004.3

185 ミッフィーのゆめ ディック・ブルーナ／原作 講談社 2010.6

186 ムーミン パペット・アニメーション パパの青春の巻 トーベ・ヤンソン／原作、監修     松 たか子／声の出演 NHKエンタープライズ 2013.6

187 ムーミン パペット・アニメーション ママの巻   トーベ・ヤンソン／原作、監修     松 たか子／声の出演 NHKエンタープライズ 2013.6
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188 ムーミン パペット・アニメーション 魔法の巻   トーベ・ヤンソン／原作、監修     松 たか子／声の出演 NHKエンタープライズ 2013.6

189 ムーミン パペット・アニメーション 冬の巻 トーベ・ヤンソン／原作、監修     松 たか子／声の出演 NHKエンタープライズ 2013.6

190 ムーミン パペット・アニメーション 友情の巻   トーベ・ヤンソン／原作、監修     松 たか子／声の出演 NHKエンタープライズ 2013.6

191 ムーミン谷とウィンターワンダーランド ヤコブ・ブロンスキ／監督 イーラ・カーペラン／監督 アミューズソフト [2018.7]

192 もののけ姫 宮崎 駿／監督 スタジオジブリ／制作 ブエナビスタホームエンターテイメント ２００３

193 もりのヒーローハリーとマルタン 大賀 俊二／演出 三浦 陽／演出 バップ 2010.12

194 モンスターズ・インク Special edition Pete Docter／監督 ジョン・グッドマン／声の出演 ブエナビスタホームエンターテイメント 2003.1

195 ライアン・ラーキン 路上に咲いたアニメーション ライアン・ラーキンほか／監督 トランスフォーマー 2010.4

196 ルドルフとイッパイアッテナ 湯山 邦彦ほか／監督 斉藤 洋／作 バップ 2017.6

197 わらうぼうしリトル・ボオ 川又 浩／ほか演出 やなせ たかし／原作 バップ 2010.12

198 わんわん!スナッフィー ディック・ブルーナ／原作 村田 さち子／日本語版脚本 講談社 2004.3

199 愛の若草物語 黒川 文男／監督 楠葉 宏三／演出 バンダイビジュアル [2007.11]

200 一つの花 今西 祐行／原作 神山 征二郎／脚本・監督 北星 2008.4

201 化けくらべ 前田 昭／演出・アニメーション 渋谷 勲／脚本 北星 [2011.6]

202 河童のクゥと夏休み 原 恵一／監督 木暮 正夫／原作 松竹株式会社映像商品部 [2010.6]

203 火垂るの墓 高畑 勲／監督・脚本 野坂 昭如／原作 ワーナーホームビデオ ２０００

204 海がきこえる 望月 智充／監督 氷室 冴子／原作 ブエナビスタホームエンターテイメント 2003.12

205 絵からとびだしたねこ 中村 隆太郎／脚本・演出 木暮 正夫／原作 北星 2008.4

206 崖の上のポニョ 宮崎 駿／原作・脚本・監督 奈良 柚莉愛／声 ブエナビスタホームエンターテイメント [2009.10]

207 笠じぞう 佐野 浅夫／おはなし 北星 2008.4

208 紅の豚 宮崎 駿／原作・脚本・監督 スタジオジブリ／制作 ブエナビスタホームエンターテイメント 2003.2

209 思い出のマーニー 米林宏昌／監督 ジョーン・G.ロビンソン／原作 ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン [2015.6]

210 私のあしながおじさん 横田 和善／監督 楠葉 宏三／演出 バンダイビジュアル [2007.11]

211 耳をすませば 近藤 喜文／監督 柊 あおい／原作 ブエナビスタホームエンターテイメント 2003.3

212 七つの海のティコ 完結版 髙木 淳／演出 本橋 浩一／製作 バンダイビジュアル [2007.11]

213 借りぐらしのアリエッティ メアリー・ノートン／原作 米林 宏昌／監督 ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン [2011.9]

214 手塚治虫実験アニメーション作品集 Osamu Tezuka Film Works 手塚 治虫／監督 ジェネオンエンタテインメント 2007.1

215 種山ケ原の夜 宮沢 賢治／原作 男鹿 和雄／脚色・作画・演出 ブエナビスタホームエンターテイメント ２００６

216 小公子セディ 完結版 楠葉 宏三／演出 フランシス・ホジソン・バーネット／原作 バンダイビジュアル [2007.11]

217 新美南吉傑作童話集 新美 南吉／著 落合 美知子／朗読 トーキョーヴィジョン 2014.10

218 赤毛のアン ルーシー・モード・モンゴメリ／原作 前田 昭／演出 北星 2011.6

219 赤毛のアン グリーンゲーブルズへの道 劇場版 高畑 勲／脚本・監督 ルーシー・モード・モンゴメリ／原作 ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン 2011.2

220 赤毛のアン 完結版 楠葉 宏三／演出 ルーシー・モード・モンゴメリ／原作 バンダイビジュアル 2007.11

221 雪の女王 新訳版 レフ・アタマーノフ／監督 ウォルトディズニースタジオホームエンターテイメント 2008.9

222 千と千尋の神隠し 宮崎 駿／監督 スタジオジブリ／制作 ブエナビスタホームエンターテイメント [2015.3]

223 川本喜八郎作品集 Kihachiro Kawamoto Film Works 川本 喜八郎／監督 ジェネオンエンタテインメント 2007.1

224 ⾧ぐつをはいたネコ クリス・ミラー／監督 アントニオ・バンデラスほか／声の出演 パラマウントジャパン 2012.9

225 ⾧靴をはいた猫 矢吹 公郎／演出 シャルル・ペロー／原作 東映ビデオ 2007.7
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226 鉄コン筋クリート マイケル・アリアス／監督 松本 大洋／原作 アスミック 〔２００７．９〕

227 天空の城ラピュタ 宮崎 駿／原作・脚本・監督 高畑 勲／プロデューサー ブエナビスタホームエンターテイメント 2003.3

228 動物農場 ジョン・ハラス／監督 ジョイ・バチェラー／監督 ウォルトディズニースタジオホームエンターテイメント 2009.8

229 南の虹のルーシー 完結版 楠葉 宏三／演出 フィリス・ピディングトン／原作 バンダイビジュアル [2007.11]

230 猫の恩返し ギブリーズ 森田 宏幸／監督 百瀬 義行／監督 ブエナビスタホームエンターテイメント 2003.10

231 白くまになりたかった子ども ヤニック・ハストラップ／監督 ベン・ハレー／原作 アスミック 2005.3

232 白雪姫 スペシャル・エディション ウォルトディズニースタジオホームエンターテイメント [2010.1]

233 美女と野獣 ゲイリー・トゥルースデイル／監督 カーク・ワイズ／監督 ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン 2010.12

234 百目のあずきとぎ 飯田 つとむ／脚本・演出 木暮 正夫／原作 北星 2008.4

235 風が吹くとき ジミー・T・ムラカミ／監督 レイモンド・ブリッグズ／原作・脚本 アットエンタテインメント 2009.7

236 風の谷のナウシカ 宮崎 駿／原作・脚本・監督 スタジオジブリ／制作 ブエナビスタホームエンターテイメント 2004.3

237 平成狸合戦ぽんぽこ 総天然色漫画映画 高畑 勲／原作・脚本・監督 宮崎 駿／企画 ブエナビスタホームエンターテイメント 2003.3

238 母をたずねて三千里 高畑 勲／監督 楠葉 宏三／構成・演出 バンダイビジュアル [2007.11]

239 魔女の宅急便 宮崎 駿／プロデュース・脚本・監督 角野 栄子／原作 ブエナビスタホームエンターテイメント 2003.2

240 名犬ラッシー 完結版 楠葉 宏三／演出 エリク・ナイト／原作 バンダイビジュアル [2007.11]

241 木を植えた男 フレデリック・バック作品集 フレデリック・バック／監督・脚本・原画 ウォルトディズニースタジオホームエンターテイメント 2011.10

242 野坂昭如戦争童話集 忘れてはイケナイ物語り 1 野坂 昭如／[原作] 野坂昭如「忘れてはイケナイ物語り」実行委員会／制作協力 ＮＨＫエンタープライズ 2004.5

243 野坂昭如戦争童話集 忘れてはイケナイ物語り 2 野坂 昭如／[原作] 野坂昭如「忘れてはイケナイ物語り」実行委員会／制作協力 ＮＨＫソフトウェア 2004.5

244 野坂昭如戦争童話集 忘れてはイケナイ物語り 3 野坂 昭如／[原作] 野坂昭如「忘れてはイケナイ物語り」実行委員会／制作協力 ＮＨＫソフトウェア 2004.5

245 野坂昭如戦争童話集 忘れてはイケナイ物語り 4 野坂 昭如／[原作] 野坂昭如「忘れてはイケナイ物語り」実行委員会／制作協力 ＮＨＫソフトウェア 2004.5

246 妖精フローレンス 波多 正美／監督 辻 信太郎／製作・原作 サンリオ 2005.10
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