
分類 タイトル 監督・出演者　等 制作国 発行年 上映時間

ドキュメ
ンタリー

私は男女平等を憲法に書いた ベアテ・シロタ・ゴードン 日本 １９９３年 ７２分

ドキュメ
ンタリー

日本国憲法を生んだ密室の9日間
チャールズ・L・ケーディス
ベアテ・シロタ・ゴードン

日本 １９９３年 ８５分

ドキュメ
ンタリー

マザー・テレサとその世界
監督：千葉茂樹
出演：マザー・テレサ

日本 ２００３年 ５５分

ドキュメ
ンタリー

戦場のフォトグラファー
監督：クリスチャン・フレイ
出演：ジェームズ・ナクトウェイ

スイス ２００１年 ９６分

ドキュメ
ンタリー

ハーヴェイ・ミルク
監督：ロバート・エプスタイン
　　　リチャード・シュミーセン

アメリカ １９８４年 ８７分

ドキュメ
ンタリー

ナージャの村
監督：本橋成一
製作統括：鎌田實

日本 １９９７年 １１８分

ドキュメ
ンタリー

六ヶ所村ラプソディー 監督：鎌仲ひとみ 日本 ２００６年 １１９分

ドキュメ
ンタリー

神の子たち 監督：四宮浩 日本 ２００２年 １０５分

ドキュメ
ンタリー

精神 監督：想田和弘
日本
アメリカ

２００８年 １３５分

ドキュメ
ンタリー

99歳の詩人　柴田トヨ
～心を救う言葉～

製作統括：矢野達史
　　　　　　　前田浩志

日本 ２０１１年 ４２分

ドキュメ
ンタリー

夜回り先生　水谷修のメッセージ 出演：水谷修 日本 ２００５年 ９０分

講演録
上野千鶴子　東京大学退職記念講演
生き延びるための思想 講演：上野千鶴子 日本 ２０１１年 １００分

ミュージ
カル

李香蘭 出演：劇団四季 日本 ２００８年 １３９分

邦画 父と暮らせば
監督：黒木和雄
出演：宮沢りえ、原田芳雄

日本 ２００４年 ９９分

邦画 紙屋悦子の青春
監督：黒木和雄
出演：原田知世　永瀬正敏

日本 ２００６年 １１１分

邦画 典子は今
監督：松山善三
出演：辻典子　渡辺美佐子

日本 １９８１年 １１７分

邦画 みすゞ
監督：五十嵐匠
出演：田中美里　加瀬亮

日本 ２００１年 １０５分

邦画 ミラクルバナナ
監督：錦織良成
出演：山本耕史　緒方拳

日本 ２００５年 １０５分

邦画 石井のおとうさん　ありがとう
監督：山田火砂子
出演：松平健　永作博美

日本 ２００８年 １１１分

邦画 おくりびと
監督：滝田洋二郎
出演：本木雅弘　広末涼子

日本 ２００８年 １３１分

貸出本数　ひとり２本まで
貸出期間　1週間まで

ウィズセンターのDVDコーナーにはドキュメンタリー映画をは

じめ、講演録、ドラマ、長編映画などをそろえて、貸し出しをし

ています。 



分類 タイトル 監督・出演者　等 制作国 発行年 上映時間

邦画 ウィニング★パス
監督：中田新一
出演：松山ケンイチ　堀北真
希

日本 ２００３年 １０８分

邦画 山下清物語　裸の大将放浪記
監督：山田典吾
出演：芦屋雁之助　中村玉緒

日本 １９８１年 １２０分

邦画 フラガール
監督：李相日
出演；松雪泰子　蒼井優

日本 ２００６年 １２０分

邦画 ブタがいた教室
監督：前田哲
出演：妻夫木聡

日本 ２００８年 １０９分

邦画 折梅
監督：松井久子
出演：吉行和子　原田美枝子

日本 ２００２年 １１１分

邦画 植村直己物語
監督：佐藤純彌
出演：西田敏行　賠償千恵子

日本 １９８６年 １４０分

邦画 ぼくのおばあちゃん
監督：榊英雄
出演：菅井きん　岡本健一

日本 ２００８年 １２３分

邦画 ぷりてぃ♥ウーマン
監督：渡邊孝好
出演：淡路恵子　風見章子

日本 ２００３年 １１１分

洋画 ミセス・ダウト
監督：クリス・コロンバス
出演：ロビン・ウィリアム

アメリカ １９９３年 １２５分

洋画 タイタンズを忘れない
製作：ジェリー・ブッラカイマー
出演：デンゼル・ワシントン

アメリカ ２０００年 １１４分

洋画 ジョンQ
監督：ニック・カザヴェテス
出演：デンゼル・ワシントン

アメリカ ２００２年 １１６分

洋画 イン✽ハー✽シューズ
監督：カーティス・ハンソン
出演：キャメロン・ディアス

アメリカ ２００５年 １３１分

洋画 フィラデルフィア
監督：ジョナサン・デミ
出演：トム・ハンクス

アメリカ １９９４年 １２５分

洋画 チャーリーとチョコレート工場
監督：ティム・バートン
出演：ジョニー・デップ

アメリカ ２００５年 １１５分

洋画 プラダを着た悪魔
監督：デイビッド・フランケル
出演：メリル・ストリープ

アメリカ ２００６年 １１０分

洋画 幸せの力
監督：ガブルエレ・ムッチーノ
出演：ウィル・スミス

アメリカ ２００６年 １１７分

洋画 ミスティック・リバー
監督：クリント・イーストウッド
出演：ショーン・ペン

アメリカ ２００３年 １３８分

洋画 私の頭の中の消しゴム
監督：イ・ジェハン
出演：チョン・ウソン

韓国 ２００４年 １１７分

洋画 酔っぱらった馬の時間
監督：バフマン・コバディ
出演：アヨブ・アハマディ

イラン ２０００年 ８０分

洋画 亀も空を飛ぶ
監督：バフマン・コバディ
出演：ソラン・エブラヒム

イラン
イラク

２００４年 ９７分

貸出本数　ひとり２本まで
貸出期間　1週間まで

ここに挙げたリストの他にも、邦画、洋画等、貸

出出来るDVDをそろえています。 


