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【アニメ・子ども向け】

ＡＫＩＲＡ（大友 克洋／原作・監督） Aｱｷ 山本 志紀

おしりたんてい１０　ププッおしりたんていがふたりいる！？
（トロル／原作）

Aｵｼ 龍華

おしりたんてい９　ププッレインボーダイヤをさがせ！（トロ
ル／原作）

Aｵｼ 龍華

仮面ライダー　令和ザ・ファースト・ジェネレーション（石ノ
森　章太郎／原作）

Aｶﾒ 志紀

騎士竜戦隊リュウソウジャーＶＳルパンレンジャーＶＳパトレ
ンジャー（八手 三郎／原作）

Aｷｼ 志紀

機動戦士ガンダム　２－哀・戦士編（矢立　肇／原作） Aｷﾄﾞ 志紀

クレヨンしんちゃん／みんなで選ぶ名作エピソード　おさわがせ爆笑
編（臼井　儀人／原作）

Aｸﾚ 龍華

クレヨンしんちゃん／みんなで選ぶ名作エピソード　きゅんきゅん癒
し編（臼井　儀人／原作）

Aｸﾚ 龍華

いたいのとんでけ～★（香川 豊／監督） Aｹﾞﾝ 龍華

がんばるもん（香川 豊／監督） Aｹﾞﾝ 龍華

コロコロことばいえるかな?（香川 豊／監督） Aｹﾞﾝ 龍華

でかでかありがとう（香川 豊／監督） Aｹﾞﾝ 龍華

シンデレラ Aｼﾝ 志紀

スター☆トゥインクルプリキュア　星のうたに想いをこめて
（東堂 いづみ／原作）

Aｽﾀ 志紀

スパイダーマン：スパイダーバース（ボブ・ペルシケッティ／
監督）

Aｽﾊﾟ 龍華

すみっこぐらし～とびだす絵本とひみつのコ（サンエックス／
原作）

Aｽﾐ 八尾 山本 志紀 龍華

ヒックとドラゴン　聖地への冒険（クレシッダ・コーウェル／
原作）

Aﾋﾂ 山本

ひつじのショーン　シリーズ５Ｖｏｌ．１（リチャード・ス
ターザック／監督・脚本）

Aﾋﾂ 八尾 山本

ひつじのショーン　シリーズ５Ｖｏｌ．２（リチャード・ス
ターザック／監督・脚本）

Aﾋﾂ 八尾 山本

ひつじのショーン／ＵＦＯフィーバー（リチャード・フェラン
／監督）

Aﾋﾂ 志紀 龍華

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）

Aﾌｱ 志紀

プリキュアオールスターズ　ＮｅｗＳｔａｇｅ２　こころのと
もだち（東堂いづみ／原作）

Aﾌﾟﾘ 志紀

モンスター・ホテル～クルーズ船の恋は危険がいっぱい？！
（ゲンディ・タルタコフスキー／監督・脚本）

Aﾓﾝ 山本

ルパン三世　ＴＨＥ　ＦＩＲＳＴ（モンキー・パンチ／原作） Aﾙﾊﾟ 龍華

ロイヤルコーギー／レックスの大冒険（ヴァンサン・ケステ
ロー／監督）

Aﾛｲ 八尾
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若おかみは小学生！（令丈 ヒロ子／原作） Aﾜｶ 志紀

ワンピース　スタンピード（尾田 栄一郎／原作） Aﾜﾝ 志紀

【知識・教養】

真夜中の怪談５０選 388 龍華

みんなの認知症予防ゲーム 493 八尾 志紀 龍華

楽しみながら、誰でもできるポジティブヨガ　健康ダイエット
編（渋谷　亜衣／出演）

498 山本 志紀 龍華

楽しみながら、誰でもできるポジティブヨガ　自分を癒すスト
レス解消編（庄司　祐子／出演）

498 山本 志紀

鉄道模型の世界へようこそ　ＨＤリマスター版 507 山本

あいねこ～世界５大猫スポット・相島のねこたち～ 645 志紀

動物大好き！ハイビジョンＮＥＷニャンちゃんワンちゃんスペ
シャル１００

645 八尾

港のひみつ（日本港湾協会／企画・制作） 683 山本

近鉄レイルビュー運転席展望Ｖｏｌ．７　令和吉野の桜見南大
阪線・吉野線

686 山本

ザ・メモリアル　２５１系スーパービュー踊り子　保存版 686 志紀

ザッツ阪和線　ＪＲ西日本天王寺→和歌山、関西空港線 686 山本

ごぼう先生といっしょ！春夏秋冬目と耳で楽しむイス体操 781 龍華

必ずうまくなる少年野球　守備編（本間 正夫／監督・指導） 783 八尾

必ずうまくなる少年野球　バッティング・走塁編（本間 正夫／
監督・指導）

783 八尾

必ずうまくなる少年野球　ピッチング編（本間 正夫／監督・指
導）

783 八尾

三島由紀夫×川端康成／運命の物語（宮本 亞門／出演） 913 志紀

【邦画】

男はつらいよ　お帰り寅さん（山田 洋次／監督） Hｵﾄ 山本

カツベン！（周防 正行／監督） Hｶﾂ 龍華

仮面ライダージオウ／Ｏｖｅｒ　Ｑｕａｒｔｚｅｒ　劇場版
（石ノ森　章太郎／原作）

Hｶﾒ 八尾

決算！忠臣蔵（中村 義洋／監督） Hｹﾂ 八尾 山本
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３人の信長（渡辺 啓／監督・脚本） Hｻﾝ 志紀

柘榴坂の仇討（若松節朗／監督） Hｻﾞｸ 龍華

はなちゃんのみそ汁（阿久根 知昭／監督・脚本） Hﾊﾅ 龍華

引っ越し大名！（犬童 一心／監督） Hﾋﾂ 山本 龍華

ひとよ（白石　和彌／監督） Hﾋﾄ 志紀

閉鎖病棟‐それぞれの朝‐（平山 秀幸／監督） Hﾍｲ 八尾

魔進戦隊キラメイジャー　エピソードＺＥＲＯ（八手 三郎／原
作）

Hﾏｼ 山本

マスカレード・ホテル（鈴木　雅之／監督） Hﾏｽ 八尾 山本

マチネの終わりに（西谷　弘／監督） Hﾏﾁ 八尾

みをつくし料理帖スペシャル（黒木 華／出演） Hﾐｵ 八尾 志紀

楽園（瀬々 敬久／監督・脚本） Hﾗｸ 龍華

【洋画】

イエスタデイ（ダニー・ボイル／監督） Yｲｴ 八尾 志紀

９人の翻訳家～囚われたベストセラー（レジス・ロワンサル／
監督・脚本）

Yｷﾕ 八尾

グリーン・アース（ヴィッレ・スホネン／監督・脚本） Yｸﾞﾘ 山本

コレクター（ウィリアム・ワイラー／監督） Yｺﾚ 志紀

ｓｅａｒｃｈ（アニーシュ・チャガンティ／監督・脚本） Yｻﾁ 八尾

シドニー・ホールの失踪（ショーン・クリステンセン／監督・
脚本）

Yｼﾄﾞ 龍華

ジュディ～虹の彼方に（ルパート・グールド／監督） Yｼﾞﾕ 志紀

ジョジョ・ラビット（タイカ・ワイティティ／監督・脚本・出
演）

Yｼﾞﾖ 八尾

スキャンダル（ジェイ・ローチ／監督） Yｽｷ 八尾

スケアリーストーリーズ　怖い本（アンドレ・ウーヴレダル／
監督）

Yｽｹ 山本 志紀

ＶＩＫＩＮＧバイキング～誇り高き戦士たち（アンドレイ・ク
ラフチュク／監督・脚本）

Yﾊﾞｲ 山本

パラサイト～半地下の家族（ポン ジュノ／監督） Yﾊﾟﾗ 八尾 志紀 龍華

ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ★アディオス（ルーシー・
ウォーカー／監督）

Yﾌﾞｴ 山本
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僕のワンダフル・ジャーニー（ゲイル・マンキューソ／監督） Yﾎﾞｸ 八尾

ボルグ／マッケンロー～氷の男と炎の男（ヤヌス・メッツ／監
督）

Yﾎﾞﾙ 龍華

マーシャル／法廷を変えた男（レジナルド・ハドリン／監督） Yﾏｼ 龍華

レジェンド・オブ・フォール（エドワード・ズウィック／監督） Yﾚｼﾞ 志紀
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