
　　　【貸出ＤＶＤ・CDリスト】

№ タイトル 時間 内　　　　　　　　　　　容 ジャンル

1
綾小路きみまろ

　　　爆笑！エキサイトライブビデオ
31分

「全国の中高年の皆さまへ、愛を込めて…。」
綾小路きみまろの抱腹絶倒のライブビデオ集です。
このビデオで、腹の底から笑ってリフレッシュしませんか？

お笑い

2
綾小路きみまろ

　　　爆笑！エキサイトライブビデオ　第３集
65分

『中高年よ！大志を抱け』
中高年のアイドル・綾小路きみまろ35周年集大成のノンストップライブ
を完全収録！

お笑い

3
綾小路きみまろ

　　　爆笑！エキサイトライブビデオ　第４集
63分

～ 中高年よ！人生はこれからだ！ ～
速い！鋭い！止められない！「きみまろ」毒舌大暴走！愉快！痛快！
大爆笑！「きみまろ」ワールド、ノンストップ！ライブステージ開演で
す！！

お笑い

4
綾小路きみまろ

　　　爆笑！最新ライブ名演集
62分

毒舌大爆走で大爆笑！綾小路きみまろの最新ライブ３会場での爆笑
あのネタ、このネタを収録！！

お笑い

5
やすしきよし

　　　爆笑！！やすしきよし漫才大全集 Vol.１
126分 伝説の漫才コンビ・やすしきよしの40本以上の演目を収録した一巻 お笑い

6

夢路いとし・喜味こいし

　　（漫才傑作選）一
　　　ゆめ、よろこびしゃべくり歳時記

50分
交通巡査　・　こいしさん、こいしさん　・　二十五年目の新婚旅行
もしもし鈴木さん・ジンギスカン料理

お笑い

7

夢路いとし・喜味こいし

　　（漫才傑作選）二
　　　ゆめ、よろこびしゃべくり歳時記

48分
物売り.季節感　・　幽霊指南　･　女の一生
娘の縁談　・　花嫁の父

お笑い
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8

夢路いとし・喜味こいし

　　（漫才傑作選）三
　　　ゆめ、よろこびしゃべくり歳時記

57分
ポンポン講談　・　私は役者よ　・　仲人さん
レストランにて　・　機械に弱くてこまります　・　我が家の湾岸戦争

お笑い

9

夢路いとし・喜味こいし

　　（漫才傑作選）四
　　　ゆめ、よろこびしゃべくり歳時記

62分
迷い犬探してます　・　あなたの代行引き受けます　・　全国名物が
いっぱい ・ ああ結婚記念日　・　親子どんぶり　・　地球にやさしい男
ファーストフード初体験

お笑い

10

夢路いとし・喜味こいし

　　（漫才傑作選）五
　　　ゆめ、よろこびしゃべくり歳時記

71分
相方芸人　・　相方 弐 芸人その世界　・　いと．こいを科学する
いとしこいし よもやま噺（喜味こいしインタビュー）

お笑い

11 最強の昭和爆笑漫才傑作選

Disk1：
101分

Disk2：
128分

往年の漫才師たちの名作を収録。Disk１は東京篇（B＆Bなど）、Disk２
は大阪篇（横山やすし・西川きよしなど）

お笑い

12
桂枝雀

　　　枝雀落語大全　寝床/代書
65分 上方落語を代表する桂枝雀の名演目『寝床』『代書』を収録 落語

13

桂三枝

　　桂三枝の笑宇宙01
　　　真心サービスおじんタクシー/赤とんぼ/仲直り

95分
数多くの創作落語を披露してきた桂三枝が集大成として挑んだ公演
『桂三枝の笑宇宙』を完全収録

落語

14
桂文珍

　　　10夜連続独演会　　第二夜
64分 「茶屋迎い」「宿屋仇」 落語
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15
桂文珍

　　　大東京独演会　　1日目
84分 「蔵丁稚」「らくだ」 落語

16 古典落語名作選　　其の一 87分

ＤＶＤでよみがえる。名人の芸、古典の粋。
現代に息づく笑いの古典「落語」。脈々と受け継がれる古典落語の名
作の数々を、一流演者の芸で堪能するシリーズ　第一弾。
　出演：古今亭志ん生、古今亭今輔、桂文治、三遊亭圓彌

落語

17

藤山寛美

　　（十八番箱　壱）
　　　親バカ子バカ　（前篇）

62分

昭和40年代　大阪船場の道修町にあった天野医療器株式会社の社
長天野の一人息子貫一君（藤山寛美)が主人公。父の会社に勤める
女子社員宮田さんに恋心を持ち妻としてもらってほしいといいだします
が・・・・。

喜劇

18

藤山寛美

　　（十八番箱　壱）
　　　親バカ子バカ　（後篇）

62分

前編に続き純粋で正義感の強い貫一君と、我が子を一途に愛する天
野親子の心温まる優しいテーマが心を打ち和ませてくれる。本題で
は、偶然同宿になった天本母娘と再会する。母娘に父がした過去の悪
事に懺悔する貫一君は、しだいに娘の信子に恋心を抱くようになる。

喜劇

19

藤山寛美

　　（十八番箱　壱）
　　　おやじの女

73分

亡き夫の位牌に手を合わせたいという愛人。本妻は戸惑いながらも寛
容な態度で許すが酒宴の席では、本音が出てしまい罵り合ってしま
う。一人の男に心底惚れた二人の女の間に入って右往左往する半助
(藤山寛美）が描かれている。

喜劇

20

藤山寛美

　　（十八番箱　壱）
　　　下積みの石

74分

貧苦から母を亡くし、天涯孤独の万吉(藤山寛美)は、お金だけが唯一
信頼できる絶対のものであった。ところが、人助けのためにお金を投
げ出さざるをえない状況に追い込まれ出したものの手柄は友達の仙
太郎に取られ、絹子にはふられてしまう。自分さえ辛抱したらと・・と悲
しみをこらえ去っていく。

喜劇

21

藤山寛美

　　（十八番箱　壱）
　　　丁稚さのさ節

72分

薬問屋の若旦那陽二郎さんが、舞子の清香に寄せる恋情。しかし、陽
二郎の姉は大反対。そんななか、長松(藤山寛美)という丁稚やってき
てきました。陽二郎と清香の仲を取り持つために一役買うことになった
長松でしたが・・・・。

喜劇
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22

藤山寛美

　　（十八番箱　壱）
　　　幸助餅

81分

かつては大阪一と言われるほどの老舗であった餅米問屋「大黒屋」の
幸助(藤山寛美)。雷という力士を贔屓にしてからは、みすぼらしい身な
りで家蔵まで取られる始末。元の大黒屋にと妹のお袖を三十両と引き
換えに帰る途中、立派になった雷と出会い、三十両を与えてしまう。そ
の後…。

喜劇

23

藤山寛美

　　（十八番箱　四）
　　　一姫二太郎三かぼちゃ

72分
田舎の休暇を舞台に都会から帰ってきた兄弟達に馬鹿にされながら
も、その兄弟を暖かい愛で救う三男の三郎。

喜劇

24

藤山寛美

　　（十八番箱　四）
　　　夜明けのスモッグ

70分
自由奔放に生きている浮浪者「夜明けのスモッグ」、そのスモッグが友
だちの戸籍謄本を拾ったことから、大富豪の家に連れて行かれ・・・。

喜劇

25

藤山寛美

　　（十八番箱　四）
　　　銀のかんざし

87分
大正のよき時代、髪結いを女房に持つ亭主を題材に、男を恋慕う女の
性と執念の激しさ、深さを、喜劇的に激化した名作。

喜劇

26

藤山寛美

　　（十八番箱　四）
　　　大阪のここに夢あり

72分
一羽の渡り鳥にも似た助成が、灯篭の明かりを求めてやってきた。明
治初期の大阪を舞台に口入屋人見勝平の胸の内は・・・。

喜劇

27

藤山寛美

　　（十八番箱　四）
　　　大当たり高津の富くじ

74分
紙問屋亀屋の若旦那伊之助は、お金のありがたみも分からず、芸者
遊びの放蕩三昧の末、とうとう勘当に。そんなときに買った一枚の宝く
じが・・・。

喜劇

28

藤山寛美

　　（十八番箱　四）
　　　阿呆と舞扇

73分
末広がりの舞扇、かなめ返しの一踊り、浮世離れの丁稚の舞は、キリ
キリ舞いやらてんてこ舞い。丁稚太郎左衛門どんの手振り足さばきに
ご喝采の程を。

喜劇
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29 裸の大将　　第一巻 183分
1980年から1993年にかけてフジテレビ系列の「花王名画劇場」「花王
ファミリースペシャル」のシリーズとして放映された、画家・山下清を原
作テーマにした人情ホームドラマの不朽の名作。

ドラマ

30 佐賀のがばいばぁちゃん 104分
漫才ブームの火付け役、Ｂ＆Ｂ島田洋七の自伝小説の映画化。
「がばい」とは佐賀弁で「すごい」ということ。日本には、こんな「がば
い」ばあちゃんがいたんです！

映画

31
高齢者応援DVD

　　　元気宣言！！おおらか生活
25分

少子高齢化の進行とともに高齢者の役割も大きく変化しており、生活
機能の自立、人生・生活への満足感、高齢者同士の助け合い、若い
世代のサポートなどの社会貢献が重要になっています。そこで、高齢
者が生きがいをもって、元気におおらかに暮らしていくための方法を、
日本や海外の事例をとおして伝えています。

高齢者向け
生きがいづ

くり

32
自分らしい明日のために

　　　早見優が案内する成年後見制度
30分

認知症など精神上の障害によって判断力が低下した人たちが、自分
らしく安心して生活し活動できるように支援するための制度「成年後見
制度」について、２つの事例を用いてわかりやすく解説。

福祉

33
早川一光の爆笑ステージ「人間ばんざい！」

　　　第１巻　　いのちってなあ・・・
64分

京都名物・わらじ医者の抱腹絶倒のステージ。笑いだけではなく、思
わず胸がじんとする話や、明日から役立つ実践的なアドバイスのヒン
トもたっぷり。

講演

34
早川一光の爆笑ステージ「人間ばんざい！」

　　　第２巻　　お～い、元気ぃ？
62分

京都名物・わらじ医者の抱腹絶倒のステージ。笑いだけではなく、思
わず胸がじんとする話や、明日から役立つ実践的なアドバイスのヒン
トもたっぷり。

講演

35
早川一光の爆笑ステージ「人間ばんざい！」

　　　第３巻　　笑顔のふるさと大作戦
58分

京都名物・わらじ医者の抱腹絶倒のステージ。笑いだけではなく、思
わず胸がじんとする話や、明日から役立つ実践的なアドバイスのヒン
トもたっぷり。

講演
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36
早川一光の爆笑ステージ「人間ばんざい！」

　　　第４巻　　家で養生、畳の上で大養生！
59分

京都名物・わらじ医者の抱腹絶倒のステージ。笑いだけではなく、思
わず胸がじんとする話や、明日から役立つ実践的なアドバイスのヒン
トもたっぷり。

講演

37
早川一光の爆笑ステージ「人間ばんざい！」

　　　第５巻　　いざ、人生行路の歩み方
61分

京都名物・わらじ医者の抱腹絶倒のステージ。笑いだけではなく、思
わず胸がじんとする話や、明日から役立つ実践的なアドバイスのヒン
トもたっぷり。

講演

38
早川一光の爆笑ステージ「人間ばんざい！」

　　　第６巻　　人間教育のススメ
62分

京都名物・わらじ医者の抱腹絶倒のステージ。笑いだけではなく、思
わず胸がじんとする話や、明日から役立つ実践的なアドバイスのヒン
トもたっぷり。

講演

39
早川一光の爆笑ステージ「人間ばんざい！」

　　　第７巻　　老い方のコツ、教えます
58分

京都名物・わらじ医者の抱腹絶倒のステージ。笑いだけではなく、思
わず胸がじんとする話や、明日から役立つ実践的なアドバイスのヒン
トもたっぷり。

講演

40
早川一光の爆笑ステージ「人間ばんざい！」

　　　第８巻　　共に生きる－明日を求めて
60分

京都名物・わらじ医者の抱腹絶倒のステージ。笑いだけではなく、思
わず胸がじんとする話や、明日から役立つ実践的なアドバイスのヒン
トもたっぷり。

講演

41
脱メタボ！

　　　竹尾吉枝のご自宅チェアエクササイズ
100分 科学的根拠に基づいた楽しい運動 健康づくり

42
楽しく踊ろう

　　ダンス&ダンスエクササイズコンテストベスト１０
38分

レクリエーションのイメージソング「素足の時間」「笑顔のリレー」を使っ
たダンス＆ダンスエクササイズのコンテストでベスト10に入った作品の
踊りと踊り方を収録したものです。指導の際のポイントも入っていま
す。

健康づくり

 貸出DVD・CDリスト



　　　【貸出ＤＶＤ・CDリスト】

№ タイトル 時間 内　　　　　　　　　　　容 ジャンル

43 森末慎二の健康体操（座位/立位） 72分
どなたでも簡単にできゆっくりとリズムを取りながら、足の筋力を高め
体のバランスを保つのに効果的な体操です。（入門・応用編あり）

健康づくり

58 綾小路きみまろ爆笑！エキサイトライブビデオ第5集 78分

『人生ないものねだり』
毒絶大暴走が止まらない綾小路きみまろのエキサイトライブ第5集です。
日常に在りそうな夫婦の会話をネタにした内容は、抱腹絶倒間違いなし
です。

お笑い

59
20世紀名人伝説
爆笑！！やすしきよし漫才大全集

91分
いつまでも残りうる名人芸を中心に捉え、見ごたえのある娯楽DVDとなっ
ています。

お笑い

60
蔵出し名作吉本新喜劇
花紀 京　　1

117分
「ハネムーン騒動」　　大番頭･岡八郎と見習い番頭の花紀京が、ひと部
屋に二組の新婚カップルを受け入れてしまい、温泉旅館は大混乱に陥
る。他　「懺悔騒動」「恋の運転」の2作品を収録。

お笑い

61
蔵出し名作吉本新喜劇
花紀 京　　2

144分

「都会の嵐」　　公園のうどん屋台で働く娘・浅香秋恵を気遣う父・間寛平
は、その娘の見合い相手にと友人・花紀京を引き合わせる。しかし物語
は思わぬ方向へと進んでいく。他「男冥利」「若い夫婦誕生」の2作品を収
録。

お笑い

62
蔵出し名作吉本新喜劇
花紀 京　　3

133分
「おとこ同士」　　　関東煮屋の主人・岡八郎と中学時代の同級生･花紀
京。何十年ぶりかの再会を果たすものの、八郎の妹の借金騒動に巻き
込まれてしまう。他「太陽の男たち」「泥棒人生」の2作品を収録。

お笑い

63 ＋10分（プラス・テン）エクササイズver.2.0 13分
一日10分アクティブに身体を動かせば、糖尿病、心臓病、脳卒中、が
ん、ロコモティブシンドローム、うつ、認知症などのリスクを低下させること
が可能であるという科学的根拠に基づいて構成されています。

健康づくり
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64 エンカサイズＶＯｌ.１ 53分

演歌･歌謡曲のオリジナルヒット曲を使用した体操です。
道頓堀人情（立位）　　　　　　　　　　　　天童よしみ
東京五輪音頭（立位）（座位）　　　　　 三波　春夫
東京ラプソディ（ポンポン有り立位）　　藤山　一郎

健康づくり

65 エンカサイズＶＯｌ.2 55分

演歌･歌謡曲のオリジナルヒット曲を使用した体操です。
舟唄（立位、座位　手ぬぐい使用）　　　八代亜紀
月がとっても青いから（立位）　　　　　  菅原　都々子
小樽のひとよ（立位）　　　　　　　　　　　藤山　一郎

健康づくり

66 エンカサイズＶＯｌ.3 43分

演歌･歌謡曲のオリジナルヒット曲を使用した体操です。
岸壁の母（座位　）　　　　　　　　　菊池　章子
あゝ人生に涙あり（立位）　　　　　 里見　浩太朗
夜霧よ今夜もありがとう（立位、手ぬぐい使用）　　石原　裕太郎

健康づくり

68 ちょんまげ天国（CD） 73分
「水戸黄門」、「銭形平次」から「必殺仕事人」まで懐かしい時代劇の主題
歌が27曲収録されています。

懐メロ

69 認知症予防　活用グッズ ー
シリーズ1～12
クイズや回想法などの認知症予防DVD
※高砂市地域包括支援センター作成

クイズ

70 昭和　　永遠の名曲大全集（CD） ４枚組
美空ひばり「柔」をはじめ、昭和を代表する名曲６０曲が衆力されていま
す。

懐メロ

71
第19回市民公開講座「正しく怖がる新型コロナ感染症
～アフターコロナ時代に向けて～｝

68分
高砂医師会主催講師に兵庫県立加古川医療センター循環器内科部長
による新型コロナ感染症について

講演
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72 懐メロ名曲集(CD) 全18曲
並木路子「リンゴの唄」や美空ひばり「東京ブギウギ」など懐かしい歌が
18曲はいった懐メロ名曲撰です

懐メロ

73 懐かしの名曲集 39分 瀬戸の花嫁、いい日旅立ちなど全10曲が入ったカラオケDVDです カラオケ

74 ごぼう先生と大笑いライブ❕ 椅子体操 60分
ごぼう先生のお話しや、参加者の皆さんへの声掛けはまるでその場に一
緒にいるような温かさと臨場感のあるDVDです。会場で声に出して大笑
いできるような、心と体が元気になる「大笑いイス体操」です

健康づくり

 貸出DVD・CDリスト


