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そして、バトンは渡された

第94回アカデミー賞の4部門に
ノミネート（最高峰の作品賞、監督
賞、脚色賞、国際長編映画賞）。第
74回カンヌ国際映画祭コンペティ
ションで、日本映画では初となる
脚本賞を受賞。
舞台俳優であり演出家の家福（かふく）は、愛
する妻の音（おと）と満ち足りた日 を々送っ
ていた。しかし、音は秘密を残して突然この
世からいなくなってしまう。2年後、広島で
の演劇祭に愛車で向かった家福は、ある過
去を抱える寡黙な専属ドライバーのみさき
と出会う。悲しみと“打ち明けられることの
なかった秘密”に苛まれてきた家福は、みさ
きと過ごすなかであることに気づかされて
いく・・・。

DVDR-15

監督 小倉宏文

出演 （声）花澤香菜、前野智昭、小野大輔、
井上喜久子、長縄まりあ、石見舞菜香

品番 ANLB-14971

分数 23分

分数

吹替無：日本語字幕

137分

Ⓒ 柏葉幸子・講談社／2021「岬のマヨイガ」製作委員会

岬のマヨイガ
居場所を失った17歳の少女・ユイ。彼女がたどりついたの
は、どこか懐かしさと共にあたたかみを感じさせる、海の見
える古民家“マヨイガ”だった。それは、岩手県に伝わる“訪れ
た人をもてなす家”というふしぎな伝説。血のつながりがな
い新しい家族たちとの、ふしぎだけど温かい共同生活が“岬
のマヨイガ”で紡がれていく。主人公・ユイを演じるのは自
らも17 。心が優しく包み込
まれる、ノスタルジック・ファンタジーがいま始まる――。

監督 川面真也

出演
粟野咲莉、大竹しのぶ

品番

分数

DVD

Ⓒ 2021映画「そして、バトンは渡された」製作委員会Ⓒ 2021『ドライブ・マイ・カー』製作委員会

ドライブ・マイ・カー 

もう一度見て、もっと泣くー。
本屋大賞受賞 令和最大の
ベストセラーついに映画化。
血の繋がらない親に育てられ、4回も苗字
が変わった森宮優子は、わけあって料理上
手な義理の父親、森宮さんと2人暮らし。
今は卒業式に向けピアノを猛特訓中。将来
のこと、恋のこと、友達のこと、うまくいか
ないことばかり…。一方、梨花は、何度も夫
を替えながら自由奔放に生きている魔性
の女。泣き虫な娘のみぃたんに目いっぱい
愛情を注いで暮らしているようだったが、
ある日突然、愛娘を残して姿を消してし
まった。

ジャパンベビーバス㈱ アニプレックス

ワーナーブラザース映画

DVD

監督 前田哲

出演 永野芽郁、田中圭、岡田健史、稲垣来泉、
朝比奈彩、安藤裕子、戸田菜穂、木野花、
石原さとみ、 大森南朋、市村正親

品番 1000810928

分数

バリアフリー日本語（音声ガイド）
バリアフリー日本語字幕
英語字幕

179分

監督 濱口竜介

出演 西島秀俊、三浦透子、
岡田将生、霧島れいか

品番  CPDP-15475

品番 JBBD-00001

分数 32分

【字幕】日本語
【音声】日本語吹替
（2ch. ステレオ／ドルビーデジタル）　

Ⓒ ジャパンベビーバス

BabyBus（ベビーバス）/
うたってあそぼう！

DVD

Ⓒ 清水茜／講談社・アニプレックス・davidproduction

はたらく細胞 !! 
1 - たんこぶ -

全世界12か国語でグローバル展開
している３Dアニメ。

大人気コミック「はたらく細胞」のテレビ
アニメ第2シーズン！ゆるゆるわちゃわ
ちゃ感がありながらも、人体の事がやさ
しく理解できる内容や、本職の医療従事
者が絶賛する程の細やかな作りから、図
書館ルートでも大人気。生物の勉強がわ
りに、という中高生や学習漫画では物足
りない小学校高学年によく借りられた
シリーズ。全4巻編成ですが各巻ごとに
完結する構成なので、単巻導入でも大丈
夫です。
★01 たんこぶ
ある日、体内の雑菌を駆除していた白血球（好中
球）は、前後さかさまに帽子をかぶった血小板─
うしろまえちゃんに出会う。強い血小板になるた
め、人知れずトレーニングするうしろまえちゃん。
だが突如、地鳴りと共に、体内世界に激しい揺れが
襲いかかり──

キキ・ミュウミュウたちと楽しく歌って学べ
る知育要素を網羅。友達との関わりかた、
しつけなどをキキたちと楽しく学べます。

DVD
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5MMC 業務用 新作ラインナップ

※無断転載・複製を禁ず

Ⓒ 2021マチトム作委員会

都会のトム＆ソーヤ
勉強も運動も普通を極めた転校生の内藤内人は、学校一の秀才にして御
曹司の竜王創也に巻き込まれ、街中を舞台にしたリアルＲＰＧ「エリアＺ」
をプレイするハメに。ゲームの舞台はとある街。突如出現した「Ｚ」。奴ら
は人を見かけるとただちに襲い掛かり、捕獲された人もＺになる。すでに
街の大半はＺとなり、 。政府はこの街を「エリアＺ」として封し
た。もし6時間以内に感染をおさえることができない場合、世界政府の手
によって爆破されることが決定している。果たし
解き、街を救うことができるのか。しかし、そこには現実とゲームの境目
を超えた危険な世界が待っていた……。

DVD

Ⓒ 2020 映画「五代友厚」製作委員会

天外者
江戸末期、ペリー来航に震撼した日本の片隅で、新しい時代
の到来を敏感に察知した若き二人の青年武士が全速力で駆
け抜ける。五代才助と坂本龍馬。二人はなぜか、大勢の侍に
命を狙われている。日本の未来を遠くまで見据える二人の
人生が、この瞬間、重なり始める。攘夷か、開国か。五代は激し
い内輪揉めには目もくれず、世界に目を向けていた。そんな
折、遊女のはると出会い「自由な夢を見たい」という想いに
駆られ、誰もが夢見ることのできる国をつくるため坂本龍馬、
岩崎弥太郎、伊藤博文らと志を共にするのであった。

DVD

監督 河合勇人

出演 城桧吏、酒井大地、
豊嶋花、渡邉心結、
中川大志、
玉井詩織（ももいろクローバーZ）

品番 80DRJ-30156

分数 95分

Ⓒ 2020 Helsinki-filmi, all rights reserved

TOVE／トーベ
TOVE

「ムーミン」の原作者として知られる、フィンランドの作家トーベ・
ヤンソンの半生をつづったドラマ。1944年のヘルシンキ。戦時中、
防空壕の中でおびえる子どもたちに語った物語からムーミンの世
界を作ったトーベ・ヤンソンは、爆風で窓が吹き飛んだアトリエで
暮らしを始める。彫刻家の厳格な父の教えとは相反する型破りな
彼女の生活。そして、自分の表現と美術界の潮流とのズレが生じて
いることへの 、めまぐるしいパーティや恋愛を経て、トーベと
ムーミンは成長していく。そして、トーベは舞台演出家のヴィヴィ
カ・バンドラーと出会い、互いに惹かれ合っていく・・・。

監督 ザイダ・バリルート

アルマ・ポウスティ、
クリスタ・コソネン、
シャンティ・ローニー、
ヨアンナ・ハールッティ

品番 KWX-2559

分数 103分出演

吹替無：デンマーク語/日字幕

（株）ハピネット

DVD

Ⓒ 許斐 剛／集英社　
Ⓒ 新生劇場版テニスの王子様製作委員会

リョーマ! The Prince of Tennis
新生劇場版テニスの王子様＜Decide＞

全国大会決勝の死闘を制した3日後、越前リョーマは更なる高みを
目指して武者修行のために単身渡米する。しかし、LAに到着早々、
家族旅行で来ていた同級生の竜崎桜乃が、ギャングに絡まれている
場面に遭遇する。彼女を助けようと放ったボールがきっかけで、な
んとリョーマと桜乃はタイムスリップ！！ 、リョーマ
の父・越前南次郎が引退に追い込まれた全米オープン決勝の数日前。
父の引退の理由を知るため、若き南次郎と行動を共にするリョーマ
たち。"サムライ南次郎"と呼ばれ、最強を誇った現役時代のプレーを
目の当たりにし、胸躍らせるリョーマ。だがその時、桜乃が何者かに
連れ去られてしまう。

神志那弘志監督

バリアフリー日本語字幕

出演 （声）皆川純子、
松山鷹志、高橋美佳子、
杉田智和、武内駿輔、
竹内良太、諏訪部順一

品番 GADR-2484

分数 89分

DVD

アミューズソフトエンタテインメント（株） 東宝

Ⓒ2020 NHK, NEP, Incline, C&I

スパイの妻＜劇場版＞
1940年、少しずつ、戦争の足音が日本に近づいてきた頃。
聡子は神戸で貿易会社を営む福原優作とともに、神戸で瀟
洒な洋館で暮らしていた。愛する夫と満ち足りた暮らしを
送る中、ある日優作は赴いた満州で、恐ろしい国家機密を偶
然知ることとなる。正義のため、事の顛末を世に知らしめよ
うとする。 、油紙に包まれたノー
ト、金庫に隠されたフィルム・・・。聡子の知らぬところで、
別の顔を持ち始めた夫、優作。それでも、優作への愛が、聡子
を突き動かしていく。

分数

監督 出演 蒼井優 、 高橋一生、
東出昌大 、 笹野高史

品番：ASBXB-6512

黒沢清

DVD

Ⓒ2020 MINAMATA FILM, LLC
Ⓒ Larry Horricks

MINAMATA/ ミナマタ
1971年、アメリカを代表する写真家の一人と称えられた
ユージン・スミスは、酒に溺れ荒んだ生活を送っていた。そん
な時、アイリーンと名乗る女性から、熊本県水俣市にあるチッ
ソ工場が海に流す有害物質によって苦しむ人々を撮影して
ほしいと頼まれる。悲惨な光景に驚きながらも冷静にシャッ
ターを切り続けるユージンだったが、ある事がきっかけで自
身も危険な反撃にあう。追い詰められたユージンは、水俣病
と共に生きる人々にある提案をし、彼自身の人生と世界を
変える写真を撮る・・・。

監督 アンドリュー・レヴィタス

出演 ジョニー・デップ、真田広之、
國村隼、美波、加瀬亮、浅野
忠信、岩瀬晶子、ビル・ナイ

品番 CPDP-15441

分数 115分

DVD

Ⓒ 住野よる／双葉社
Ⓒ 君の膵臓をたべたい アニメフィルムパートナーズ

劇場アニメ「君の膵臓をたべたい」
彼女は言った。「君の膵臓をたべたい」―春。まだ遅咲きの桜が咲いている、
4月のこと。他人に興味をもたず、いつもひとりで本を読んでいる高校生の
「僕」は、病院の待合室で、一冊の文庫本を拾う。手書きの文字で『共病文庫』
と題されたその本は、天真爛漫なクラスの人気者・山内桜良が密かに綴って
いた日記帳だった。日記の中身を目にした「僕」に、桜良は自分が膵臓の病気
で余命いくばくもないことを告げる。それは、家族と医師以外には病気を
隠している彼女にとってただひとり、秘密を共有する相手ができた瞬間だ
った。最期の日が訪れるまで、なるべくこれまでどおりの日常生活を送り
ながら、やりたいことをやり、精一杯人生を楽しもうとする桜良。そんな彼
女の奔放な行動に振り回され、「僕」の心は少しずつ変化していく。
――それは、「僕」の春の思い出。彼女の一生の思い出。　

監督 牛嶋新一郎 品番 ANLB-14009

分数

バリアフリー日本語字幕

108分出演 （声）高杉真宙、Lynn、
藤井ゆきよ、内田雄馬、
福島潤、田中敦子

DVD

MINAMATA

（株）BBB

アニプレックス

（株）クロックワークス GAGA（株）

アニプレックス

（株）BBB

品番：ASBXA-6512

104分

ANLBｰ14036

バリアフリー日本語字幕 バリアフリー音声
バリアフリー日本語字幕

115分 出演

監督 品番 TDV31171R

分数 109分

バリアフリー日本語音声ガイド
バリアフリー日本語字幕

三浦春馬、三浦翔平、
西川貴教、森永悠希、

田中光敏

*その他要相談

①. タマゴのなかみはなんだろう？　
②.10 このカラフルドーナツ　
③. チャイルドシートにすわろうね　
④. スーパーレスキュータイ しゅつどう！
⑤.ドアモンスターをやっつけろ！ 
⑥. キャンディのプールあそび 
⑦. 10 このアイスクリーム  
⑧. モンスターきゅうきゅうしゃレッツゴー！ 
⑨. 5このハンバーガー
⑩. トイレがまんしないでね！
⑪. がんばれチビッコおいしゃさん！
⑫. ネコちゃんのたのしいゆうえんち！
全 12話収録

森川葵、迫田孝也、宅間孝行、
丸山智己、徳重聡、榎木孝明

Ryoma! The Prince of Tennis


