
番号 タ　　イ　　ト　　ル サブタイトル 著　者 出　版　社 ＮＤＣ 時間 製　　　作

Ｃ００１ ［シネマ・デイジー］Ａｌｗａｙｓ三丁目の夕日 山崎　貴　監督 小学館 778.21 2時間17分 日本点字図書館

Ｃ００２ ［シネマ・デイジー］Ａｌｗａｙｓ続・三丁目の夕日 山崎　貴　監督 小学館 778.21 2時間33分 日本点字図書館

Ｃ００３ ［シネマ・デイジー］風の谷のナウシカ 宮崎　駿原作・脚本・監督
ブエナビスタホームエンターテイメ

ント
778.77 2時間01分 日本点字図書館

Ｃ００４ ［シネマ・デイジー］となりのトトロ 宮崎　駿原作・脚本・監督
ブエナビスタホームエンターテイメ

ント
778.77 1時間30分 日本点字図書館

Ｃ００５ ［シネマ・デイジー］魔女の宅急便
宮崎　駿プロデュース・脚本・監

督
ブエナビスタホームエンターテイメ

ント
778.77 1時間47分 日本点字図書館

Ｃ００６ ［シネマ・デイジー］千と千尋の神隠し 宮崎　駿原作・脚本・監督
ブエナビスタホームエンターテイメ

ント
778.77 2時間08分 日本点字図書館

Ｃ００７ ［シネマ・デイジー］崖の上のポニョ 宮崎　駿原作・脚本・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
778.77 1時間45分 日本点字図書館

Ｃ００８ ［シネマ・デイジー］ハウルの動く城 宮崎　駿脚本・監督
ブエナビスタホームエンターテイメ

ント
778.77 2時間03分 日本点字図書館

Ｃ００９ ［シネマ・デイジー］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
778.77 1時間54分 日本ライトハウス情報文化センター

Ｃ０１０ ［シネマ・デイジー］天空の城ラピュタ 宮崎　駿　監督・原作・脚本
ウォルト・ディズニー・スタジオ・

ジャパン
778.77 2時間07分 群馬県点字図書館

Ｃ０１１ ［シネマ・デイジー］紅の豚 宮崎　駿　監督・原作・脚本
ブエナビスタホームエンターテイメ

ント
778.77 1時間36分 群馬県点字図書館

Ｃ０１２ ［シネマ・デイジー］塔の上のラプンツェル ネイサン・グレノ，　バイロン・ハワード監督 ディズニー 778.77 1時間44分 群馬県点字図書館

Ｃ０１３ ［シネマ・デイジー］アナと雪の女王 クリス・バック監督
ウォルト・ディズニー・ジャ

パン
778.77 1時間46分 京都ライトハウス情報ステーション

Ｃ０１４ ［シネマ・デイジー］フランダースの犬 黒田　昌郎監督、ウィーダ原作 松竹株式会社映像商品部 778.77 1時間47分 日本点字図書館

Ｃ０１５ ［シネマ・デイジー］バック・トゥ・ザ・フューチャー ロバート・ゼメキス監督・脚本
ユニバーサル・ピクチャーズ・ジャ

パン
778.77 1時間59分 日本ライトハウス情報文化センター

Ｃ０１６ ［シネマ・デイジー］Ｅ．Ｔ． スティーヴン・スピルバーグ監督
ユニバーサル・ピクチャーズ・ジャ

パン
778.77 1時間58分 日本点字図書館

Ｃ０１７ ［シネマ・デイジー］ハリー・ポッターと賢者の石
クリス・コロンバス監督　Ｊ．Ｋ．ローリ

ング原作
ワーナー・ホーム・ビデオ 778.77 2時間35分 群馬県点字図書館

Ｃ０１８ ［シネマ・デイジー］ハリー・ポッターと秘密の部屋
クリス・コロンバス監督　Ｊ．Ｋ．ローリ

ング原作
ワーナー・ホーム・ビデオ 778.77 2時間44分 日本ライトハウス情報文化センター

Ｃ０１９
［シネマ・デイジー］ハリー・ポッターとアズカバンの囚

人
アルフォンソ・キュアロン監督　Ｊ．Ｋ．

ローリング原作
ワーナー・ホーム・ビデオ 778.77 2時間25分 群馬県点字図書館

Ｃ０２０ ［シネマ・デイジー］ハリー・ポッターと炎のゴブレット
マイク・ニューウェル監督　Ｊ．Ｋ．ロー

リング原作
ワーナー・ホーム・ビデオ 778.77 2時間41分 日本点字図書館

Ｃ０２１ ［シネマ・デイジー］銀河鉄道の夜 杉井　ギサブロー監督　宮沢　賢治原作 朝日新聞社 778.77 1時間52分 日本点字図書館
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Ｃ０２２ ［シネマ・デイジー］フランダースの犬 劇場版 黒田　昌郎　監督　ウィーダ原作 松竹株式会社映像商品部 778.77 1時間47分 日本点字図書館

Ｃ０２３ ［シネマ・デイジー］テルマエ・ロマエ
武内　英樹　監督　ヤマザキ　マリ原

作
東宝 778.21 1時間51分 京都ライトハウス情報ステーション

Ｃ０２４ ［シネマ・デイジー］テルマエ・ロマエⅡ
武内　英樹　監督　ヤマザキ　マリ原

作
東宝 778.21 1時間57分 京都ライトハウス情報ステーション

Ｃ０２５ ［シネマ・デイジー］そして父になる 是枝　裕和　監督・脚本・編集 フジテレビジョン 778.21 2時間05分 京都ライトハウス情報ステーション

Ｃ０２６ ［シネマ・デイジー］幸福の黄色いハンカチ
山田　洋次　監督　ピート・ハミ

ル原作
松竹株式会社ビデオ事業室 778.77 1時間52分 日本点字図書館

Ｃ０２７ ［シネマ・デイジー］皇帝ペンギン リュック・ジャケ監督・脚本 アーティストフィルム 778.23 1時間30分 日本点字図書館

Ｃ０２８ ［シネマ・デイジー］清洲会議 三谷　幸喜　原作・脚本・監督 フジテレビジョン 778.21 2時間21分 京都ライトハウス情報ステーション

Ｃ０２９ ［シネマ・デイジー］おくりびと 滝田　洋二郎　監督 セディックインターナショナル 778.21 2時間15分 日本点字図書館

Ｃ０３０ ［シネマ・デイジー］ウォーターボーイズ 矢口　史靖　監督・脚本 フジテレビジョン 778.21 1時間35分 日本点字図書館

Ｃ０３１ ［シネマ・デイジー］容疑者Ｘの献身
西谷　弘　監督　東野　圭吾　原

作
アミューズソフトエンタテインメン

ト
778.21 2時間12分 日本ライトハウス情報文化センター

Ｃ０３２ ［シネマ・デイジー］あゝひめゆりの塔
舛田利雄　監督　石野径一郎　原

作
日活 778.21 2時間09分 日本点字図書館

Ｃ０３３ ［シネマ・デイジー］蜩ノ記
小泉　堯史監督　脚本　葉室　麟

原作
東宝 778.21 2時間14分 日本ライトハウス情報文化センター

Ｃ０３４ ［シネマ・デイジー］ベイマックス
ドン・ホール，　クリス・ウィリアム

ズ［監督］

ウォルト・ディズニー・スタジオ・

ジャパン
778.77 1時間46分 京都ライトハウス情報ステーション

Ｃ０３５ ［シネマ・デイジー］マレフィセント
ロバート・ストロンバーグ［監

督］
ウォルト・ディズニー・スタジオ・

ジャパン
778.2 1時間41分 京都ライトハウス情報ステーション

Ｃ０３６ ［シネマ・デイジー］ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団
デイビッド・イェーツ監督　Ｊ．

Ｋ．ローリング原作
ワーナー・ホーム・ビデオ 778.2 2時間21分 日本点字図書館

Ｃ０３７ ［シネマ・デイジー］ハリー・ポッターと謎のプリンス
デイビッド・イェーツ監督　Ｊ．

Ｋ．ローリング原作
ワーナー・ホーム・ビデオ 778.2 2時間38分 日本点字図書館

Ｃ０３８ ［シネマ・デイジー］ハリー・ポッターと死の秘宝 Ｐａｒｔ１
デイビッド・イェーツ監督　Ｊ．

Ｋ．ローリング原作
ワーナー・ホーム・ビデオ 778.2 2時間31分 日本点字図書館

Ｃ０３９ ［シネマ・デイジー］ハリー・ポッターと死の秘宝 Ｐａｒｔ２
デイビッド・イェーツ監督　Ｊ．

Ｋ．ローリング原作
ワーナー・ホーム・ビデオ 778.2 2時間14分 日本点字図書館

Ｃ０４０ ［シネマ・デイジー］もののけ姫 宮崎　駿原作・脚本・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
778.77 2時間16分 日本点字図書館

Ｃ０４１ ［シネマ・デイジー］タイタニック　Ｔｉｔａｎｉｃ ［分冊１］
ジェームズ・キャメロン監督・製

作・脚本・編集

２０世紀フォックスホームエ

ンターテイメントジャパン
778.25 1時間52分 日本ライトハウス情報文化センター

Ｃ０４２ ［シネマ・デイジー］タイタニック　Ｔｉｔａｎｉｃ ［分冊２］
ジェームズ・キャメロン監督・製

作・脚本・編集

２0世紀フォックスホームエ

ンターテイメントジャパン
778.25 1時間30分 日本ライトハウス情報文化センター
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Ｃ０４３ ［シネマ・デイジー］きみに読む物語
ニック・カサヴェテス監督　ニコ

ラス・スパークス原作
ギャガ 778.25 2時間09分 川崎市視覚障害者情報文化センター

Ｃ０４４ ［シネマ・デイジー］機動戦士ガンダム
富野　由悠季監督・原作　矢立

肇原作
バンダイビジュアル 778.77 2時間24分 川崎市視覚障害者情報文化センター

Ｃ０４５ ［シネマ・デイジー］風立ちぬ 宮崎　駿原作・脚本・監督
ウォルト・ディズニー・スタ

ジオ・ジャパン
778.77 2時間11分 日本点字図書館

Ｃ０４６ ［シネマ・デイジー］おおかみこどもの雨と雪 細田　守［監督・脚本・原作］ バップ 778.77 2時間02分 京都ライトハウス情報ステーション

Ｃ０４７ ［シネマ・デイジー］英国王のスピーチ
トム・フーパー監督　デヴィッ

ド・サイドラー脚本
ギャガ 778.23 2時間04分 日本点字図書館

Ｃ０４８ ［シネマ・デイジー］海猿
羽住　英一郎監督　佐藤　秀峰原

作
フジテレビジョン 778.21 2時間04分 日本ライトハウス情報文化センター

Ｃ０４９
［シネマ・デイジー］家に帰ると妻が必ず死んだふりをし

ています。
李　闘士男［監督］ ハピネット 778.21 2時間00分 京都ライトハウス情報ステーション

Ｃ０５０ ［シネマ・デイジー］［アニメーション映画］美女と野獣
ゲイリー・トゥルースデイル，

カーク・ワイズ監督

ウォルト・ディズニー・ジャ

パン
778.77 1時間36分 川崎市視覚障害者情報文化センター

Ｃ０５１ ［シネマ・デイジー］失楽園 森田　芳光監督 角川映画 778.21 2時間02分 日本ライトハウス情報文化センター

Ｃ０５２ ［シネマ・デイジー］新聞記者
藤井道人監督・脚本　望月衣塑

子，河村光庸原案
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 778.21 1時間58分 川崎市視覚障害者情報文化センター

Ｃ０５３ ［シネマ・デイジー］ボヘミアン・ラプソディ
ブライアン・シンガー監督　アン

ソニー・マクカーテン脚本

２０世紀フォックスホームエ

ンターテイメントジャパン
778.23 2時間19分

名古屋ライトハウス情報文化セン

ター

Ｃ０５４ ［シネマ・デイジー］アナと雪の女王2
クリス・バック［監督］ジェニ

ファー・リー［脚本］

ウォルト・ディズニー・ジャ

パン
778.77 1時間48分

名古屋ライトハウス情報文化セン

ター

Ｃ０５５ ［シネマ・デイジー］ズートピア
バイロン・ハワード，　リッチ・

ムーア［監督］

ウォルト・ディズニー・スタ

ジオ・ジャパン
778.77 1時間52分

名古屋ライトハウス情報文化セン

ター
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