
令和3年4月現在西川図書館CD一覧 （郷土・文学・落語・児童・その他）

図書館 タイトル 巻次 責任表示１ 責任表示２ 資料コード 別置 ジャンル
西川 ありがとう　新潟 新潟市／製作 秋川　雅史／歌 3460030008693 C 090 ｱ  郷土
西川 ありがとう　新潟 新潟市／製作 秋川　雅史／歌 3460030008700 C 090 ｱ  郷土
西川 越後絶唱／四季の新潟 小林 幸子 1813100010570 C 090 ｺ  郷土
西川 新潟市 チューリップ愛唱歌 新潟市 1813100010589 C 090 ﾆ  郷土
西川 「イザベラ・バードが見た明治の新潟」 小野沢　裕子（朗読） 1813100011100 C 092 ｲ  郷土
西川 新潟県立西川竹園高等学校閉校記念 新潟県立西川竹園高等学校閉校記念事

業実行委員会／編
1813100010382 C 093 ﾆ  郷土

西川 わたしは未来 海野美栄／指揮 斎藤　愛子／Pf 1813100010767 C 093 ﾜ  郷土
西川 いま，地球が美しい 日本海夕日キャンペーン実行委員会 1813100010598 C 097 ｲ  郷土
西川 総おどり体操 新潟市福祉部／企画・監修 パパイヤ鈴木／振付制作 1813100010758 C 097 ｿ  郷土

西川 今すぐ使える新潟弁　日常生活編～スティーブとジェーンの新潟ライフ 3460030007785  321 ｲﾏ  郷土
西川 今すぐ使える新潟弁　文法編～若手アナの新潟生活 3460030007776  321 ｲﾏ  郷土
西川 今すぐ使える新潟弁　結婚・出産編～スティーブとジェーン　その愛～ 3460030008380  322 ｲﾏ  郷土
西川 今すぐ使える新潟弁　ラブラブ編～スティーブとジェーンのにいがた見

聞録～
3460030008399  322 ｲﾏ  郷土

西川 水鏡 加藤　登紀子 「水鏡」を歌う市民合唱団 1813100010014 C 763 ｶ  郷土
西川 ママとクッキング 堀江真美／歌 信濃川一平／作詞 1813100010678 C 763 ﾎ  郷土
西川 かさぼんのうた 江村　香織／作詞・作曲 1813100010408 C 769 ｶ  郷土
西川 声ものがたり～アリババと４０人の盗賊｜ラプンツェル 3460030006939  313 ｺｴ  文学（朗読）
西川 声ものがたり～オズの魔法使い｜六羽の白鳥 3460030006957  313 ｺｴ  文学（朗読）
西川 声ものがたり～ジャックと豆の木｜マッチ売りの少女 3460030006895  313 ｺｴ  文学（朗読）
西川 声ものがたり～白雪姫｜幸福な王子 3460030006886  313 ｺｴ  文学（朗読）
西川 声ものがたり～シンデレラ｜みにくいあひるの子 3460030006901  313 ｺｴ  文学（朗読）
西川 声ものがたり～人魚姫｜おおかみと七匹の子やぎ 3460030006910  313 ｺｴ  文学（朗読）
西川 声ものがたり～ハーメルンの笛吹き男｜わがままな大男 3460030006975  313 ｺｴ  文学（朗読）
西川 声ものがたり～ヘンゼルとグレーテル｜いばら姫 3460030006920  313 ｺｴ  文学（朗読）
西川 声ものがたり～雪の女王｜はだかの王様 3460030006948  313 ｺｴ  文学（朗読）
西川 新美南吉童話選集（１）～ごん狐・牛をつないだ椿の木・でんでんむし

のかなしみ～
岸田今日子 3460030009242  313 ﾆｲ  文学（朗読）

西川 新美南吉童話選集（２）～手袋を買いに・おじいさんのランプ～ 岸田今日子 3460030009251  313 ﾆｲ  文学（朗読）
西川 新美南吉童話選集（３）～花のき村と盗人たち・狐～ 岸田今日子 3460030009260  313 ﾆｲ  文学（朗読）
西川 昔話ふるさとへの旅～新潟 3460030006877  313 ﾑｶ  文学（朗読）
西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」愛誦したい日本の名詩 3460030007570  322 ｱｲ  文学（朗読）
西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」名作を聴く　芥川龍之介 上川隆也 3460030008227  322 ｱｸ 2 文学（朗読）
西川 新井満の朗読詩集～青春とは 新井満 3460030008325  322 ｱﾗ  文学（朗読）
西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」名作を聴く　有島武郎 萬田久子 3460030008209  322 ｱﾘ  文学（朗読）
西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」暗誦したい万葉の歌 3460030007444  322 ｱﾝ  文学（朗読）
西川 美しい日本語　尾崎喜八詩集 加藤剛 3460030007892  322 ｵｻﾞ  文学（朗読）
西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」覚えておきたい短歌１５０

選
3460030007551  322 ｵﾎﾞ  文学（朗読）

西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」語りつぎたい日本の昔話 3460030007480  322 ｶﾀ  文学（朗読）

請求記号
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西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」日本の詩歌　金子みすゞ 3460030008129  322 ｶﾈ  文学（朗読）
西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」名作を聴く　川端康成 喜多嶋洋子 3460030008236  322 ｶﾜ  文学（朗読）
西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」聴いて味わう日本の三大

古典
3460030007524  322 ｷｲ  文学（朗読）

西川 美しい日本語　串田孫一随想集 西沢利明 3460030007909  322 ｸｼ  文学（朗読）
西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」名作を聴く　国木田独歩 山谷初男 3460030008183  322 ｸﾆ  文学（朗読）
西川 瀬戸内寂聴訳　声にして楽しむ源氏物語 3460030009340  322 ｺｴ 2 文学（朗読）
西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」心にしみいる名俳句２００

選
3460030007453  322 ｺｺ  文学（朗読）

西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」心にひびく大切な人生の
言葉

3460030007542  322 ｺｺ  文学（朗読）

西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」心にひびく日本語の手紙 3460030007462  322 ｺｺ  文学（朗読）
西川 古典落語入門　ベスト 3460030009350  322 ｺﾃ 2 文学（朗読）
西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」ことば世界遺産 江守徹 3460030007490  322 ｺﾄ  文学（朗読）
西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」小林秀雄エッセイ集 山本学 3460030007927  322 ｺﾊﾞ  文学（朗読）
西川 日本の詩歌（３）～斎藤茂吉 石橋蓮司 3460030008058  322 ｻｲ  文学（朗読）
西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」無常の歌人　西行 竹脇無我 3460030007972  322 ｻｲ  文学（朗読）
西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」日本の詩歌　佐藤春夫 佐藤慶 3460030008094  322 ｻﾄ  文学（朗読）
西川 「星の王子さま」サウンドストーリー 川江美奈子 3460030008307  322 ｻﾝ  文学（朗読）
西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」名作を聴く　志賀直哉 紺野美沙子 3460030008218  322 ｼｶﾞ  文学（朗読）
西川 日本の詩歌（１）～島崎藤村 藤村志保 3460030008030  322 ｼﾏ  文学（朗読）
西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」夭折の文学少女　清水

澄子の世界
紺野美沙子 3460030007883  322 ｼﾐ  文学（朗読）

西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」白洲正子の世界 奈良岡朋子 3460030007918  322 ｼﾗ  文学（朗読）
西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」そらんじたい和歌１７０選

（百人一首全首収録）
3460030007515  322 ｿﾗ  文学（朗読）

西川 日本の詩歌（４）～高村光太郎 中井貴一 3460030008067  322 ﾀｶ  文学（朗読）
西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」名作を聴く　太宰治 市原悦子 3460030008245  322 ﾀﾞｻﾞ  文学（朗読）
西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」放浪の俳人　山頭火 山谷初男 3460030007963  322 ﾀﾈ  文学（朗読）
西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」伝えたい美しい日本のこ

とば
3460030007471  322 ﾂﾀ  文学（朗読）

西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」日本の詩歌　中原中也 篠田三郎 3460030008110  322 ﾅｶ  文学（朗読）
西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」日本のことば名調子 3460030007560  322 ﾆﾂ  文学（朗読）
西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」日本の詩歌　萩原朔太

郎
風間杜夫 3460030008076  322 ﾊｷﾞ  文学（朗読）

西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」たけくらべ 幸田弘子 3460030007936  322 ﾋｸﾞ  文学（朗読）
西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」名作を聴く　樋口一葉 幸田弘子 3460030008192  322 ﾋｸﾞ 2 文学（朗読）
西川 暗黒剣千鳥 3460030002831  322 ﾌｼﾞ  文学（朗読）
西川 遅いしあわせ 3460030002850  322 ﾌｼﾞ  文学（朗読）
西川 踊る手 3460030002869  322 ﾌｼﾞ  文学（朗読）
西川 隠し剣鬼ノ爪 1813100011110  322 ﾌｼﾞ  文学（朗読）
西川 孤立剣残月 3460030002822  322 ﾌｼﾞ  文学（朗読）
西川 女難剣雷切り 3460030002840  322 ﾌｼﾞ  文学（朗読）
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西川 平家物語～祗園精舎 平幹二朗 3460030008334  322 ﾍｲ  文学（朗読）
西川 平家物語～木曽最期 平幹二朗 3460030008361  322 ﾍｲ  文学（朗読）
西川 平家物語～橋合戦 平幹二朗 3460030008343  322 ﾍｲ  文学（朗読）
西川 平家物語～福原落 平幹二朗 3460030008352  322 ﾍｲ  文学（朗読）
西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」漂泊の旅人　芭蕉 寺田農 3460030007990  322 ﾏﾂ  文学（朗読）
西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」日本の詩歌　宮沢賢治 上川隆也 3460030008100  322 ﾐﾔ  文学（朗読）
西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」宮沢賢治「銀河鉄道の

夜」（抜粋）
榎木孝明 3460030008020  322 ﾐﾔ  文学（朗読）

西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」日本の詩歌　室生犀星 萩尾みどり 3460030008085  322 ﾑﾛ  文学（朗読）
西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」名訳で味わう世界の名詩 3460030007589  322 ﾒｲ  文学（朗読）
西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」名作を聴く　森鴎外 加藤剛 3460030008174  322 ﾓﾘ  文学（朗読）
西川 日本の詩歌（２）～与謝野晶子 市原悦子 3460030008049  322 ﾖｻ  文学（朗読）
西川 よみがえる自作朗読の世界 3460030008316  322 ﾖﾐ  文学（朗読）
西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」里の自由人　良寛 久米明 3460030007981  322 ﾘﾖ  文学（朗読）
西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」こどもと聴く名作童話 喜多嶋洋子 3460030008002  322 ﾛｳ  文学（朗読）
西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」児童文学名作集 上川隆也 3460030008011  322 ﾛｳ  文学（朗読）
西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」川柳の楽しみ 山本圭，春風亭小柳枝 3460030007954  322 ﾛｳ  文学（朗読）
西川 朗読で聴く昭和の流行歌 3460030007945  322 ﾛｳ  文学（朗読）
西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」日本の詩歌　名作選１ 日下武史 3460030008138  322 ﾛｳ1  文学（朗読）
西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」名作を聴く　近代小説集

１
久米明，市原悦子，五大路子 3460030008254  322 ﾛｳ1  文学（朗読）

西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」日本の詩歌　名作選２ 平野啓子 3460030008147  322 ﾛｳ2  文学（朗読）
西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」名作を聴く　近代小説集

２
山谷初男，藤村志保，紺野美沙子 3460030008263  322 ﾛｳ2  文学（朗読）

西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」日本の詩歌　名作選３ 3460030008156  322 ﾛｳ3  文学（朗読）
西川 朗読ＣＤシリーズ「心の本棚～美しい日本語」日本の詩歌　名作選４ 3460030008165  322 ﾛｳ4  文学（朗読）
西川 落語名演ガイド集（１０）「授業中」「ラブレター」「雑俳」「電車風景」 三遊亭歌奴，柳亭痴楽，五代目　春風亭

柳昇，四代目　桂米丸
3460030009369  322 ﾗｸ10  落語/浪曲/漫才

西川 浪曲さわり集 1813000000220 C 766 ﾛ  落語/浪曲/漫才

西川 桂枝雀　落語選集 桂枝雀 1813100010337 C 790 ｶ  落語/浪曲/漫才

西川 特選古典落語入門ベスト【春の巻】 1813100010785 C 790 ﾄ 1 落語/浪曲/漫才

西川 特選古典落語入門ベスト【夏の巻】 1813100010794 C 790 ﾄ 2 落語/浪曲/漫才

西川 特選古典落語入門ベスト【秋の巻】 1813100010800 C 790 ﾄ 3 落語/浪曲/漫才

西川 特選古典落語入門ベスト【冬の巻】 1813100010810 C 790 ﾄ 4 落語/浪曲/漫才

西川 ＣＤツイン　親子でうたう　どうよう　ベスト６０ 3460030005600  312 ﾄﾞｳ 2 児童（童謡）/学芸

西川 ミッフィー　こどもベストヒット 3460030007426  312 ﾐﾂ  児童（童謡）/学芸

西川 みんなのどうよう～ほいくえん・ようちえんでうたう歌～ （童謡） 森の木児童合唱団 3460030007650  312 ﾐﾝ 2 児童（童謡）/学芸

西川 小学生のための心のハーモニーベスト１２０ １ 3460030009387  321 ｼﾖ 1 児童（童謡）/学芸

西川 小学生のための心のハーモニーベスト１２０ ２ 3460030009396  321 ｼﾖ 2 児童（童謡）/学芸

西川 小学生のための心のハーモニーベスト１２０ ３ 3460030009402  321 ｼﾖ 3 児童（童謡）/学芸

西川 小学生のための心のハーモニーベスト１２０ ４ 3460030009411  321 ｼﾖ 4 児童（童謡）/学芸

西川 小学生のための心のハーモニーベスト１２０ ５ 3460030009420  321 ｼﾖ 5 児童（童謡）/学芸
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西川 小学生のための心のハーモニーベスト１２０ ６ 3460030009430  321 ｼﾖ 6 児童（童謡）/学芸

西川 決定盤　よいこのＴＶアニメ　ベスト 1813100010945 C 768 ﾖ  児童（童謡）/学芸

西川 あそびうた大全集 3460030007435 C 769 ｱ  児童（童謡）/学芸

西川 歌ってあそぼう・楽しいえいご 3460030007613 C 769 ｳ  児童（童謡）/学芸

西川 うたって覚えＹｏ！日本史＆世界史　年号語呂あわせソング 小日向　えり／ラップ・監修 1813100011020 C 769 ｳ  児童（童謡）/学芸

西川 ＮＨＫ「おかあさんといっしょ」最新ベスト～あおうよ！ 1813000000169 C 769 ｴ  児童（童謡）/学芸

西川 お母さんと赤ちゃんのためのふれあいあそびうた 1813100011058 C 769 ｵ  児童（童謡）/学芸

西川 ガチャピン＆ムックが選ぶ ポンキッキーズ・ベスト３０ （オムニバス） ガチャピン 3460030009449 C 769 ｶﾞ  児童（童謡）/学芸

西川 くまのがっこう　心つながる　ともだちソング 1813000000632 C 769 ｸ  児童（童謡）/学芸

西川 くまのがっこう　世界はともだち！いっしょにうたおう　世界のこどもうた 1813000000641 C 769 ｸ  児童（童謡）/学芸

西川 コロムビアキッズ　耳から覚える英語の歌 1813000000712 C 769 ｺ  児童（童謡）/学芸

西川 ＣＤツイン　親子でうたう　どうよう　ベスト６０ 3460030005619 C 769 ﾄﾞ  児童（童謡）/学芸

西川 決定盤　どうよう　ベスト７０ 1813100010954 C 769 ﾄﾞ  児童（童謡）/学芸

西川 ザ・ベスト　懐かしの童謡 1813000000605 C 769 ﾅ  児童（童謡）/学芸

西川 ザ・ベスト　日本の唱歌 1813000000599 C 769 ﾆ  児童（童謡）/学芸

西川 ＮＥＷ！キッズ・ヒットソングうたっちゃおう！　ぼくコッシー・天装戦隊ゴ
セイジャー

（キッズ） 山野さと子 1813100010121 C 769 ﾆ  児童（童謡）/学芸

西川 はじめてのえいご BASIC ENGLISH ～FOR THE YEAR 2020～ 1813100010981 C 769 ﾊ  児童（童謡）/学芸

西川 よいこのどうよう《ＫＩＮＧ　ＴＷＩＮ　ＢＥＳＴ》 3460030005628 C 769 ﾖ  児童（童謡）/学芸

西川 よいこのどうよう《ＫＩＮＧ　ＴＷＩＮ　ＢＥＳＴ》 3460030005637 C 769 ﾖ  児童（童謡）/学芸

西川 わらべあそびうた 1813100010453 C 769 ﾜ  児童（童謡）/学芸

西川 「ルパン三世」～テーマ・ヒストリー 3460030007417  311 ﾙﾊﾟ 2 ｱﾆﾒ ﾀｲﾄﾙ
西川 これだけは知っておきたい５０曲のアニメソング 1813100010936 C 768 ｺ  ｱﾆﾒ ｵﾑﾆﾊﾞｽ
西川 スタジオジブリの歌 （アニメーション） 安田成美 1813100010041 C 768 ｽ  ｱﾆﾒ ｵﾑﾆﾊﾞｽ
西川 吹奏楽による「ドラゴンクエスト」Ｐａｒｔ．Ⅰ すぎやまこういち／指揮 東京メトロポリタン・ウィン

ド・アンサンブル／指揮
1813100010130 C 768 ｽ  ゲーム

西川 吹奏楽による「ドラゴンクエスト」Ｐａｒｔ．Ⅱ すぎやまこういち／指揮 東京メトロポリタン・ウィン
ド・アンサンブル／指揮

1813100010140 C 768 ｽ  ゲーム

西川 「ＦＩＮＡＬ　ＦＡＮＴＡＳＹ」～ＢＲＡ★ＢＲＡ　ＦＩＮＡＬ　ＦＡＮＴＡＳＹ　ＢＲＡＳ
Ｓ　ｄｅ　ＢＲＡＶＯ

植松伸夫 シエナ・ウインド・オーケス
トラ

1813000000202 C 768 ﾌ  ゲーム

西川 「ＦＩＮＡＬ　ＦＡＮＴＡＳＹ」～ＢＲＡ★ＢＲＡ　ＦＩＮＡＬ　ＦＡＮＴＡＳＹ　ＢＲＡＳ
Ｓ　ｄｅ　ＢＲＡＶＯ　２

植松伸夫 栗田博文／指揮 1813000000679 C 768 ﾌ 2 ゲーム

西川 決定盤！！　卒業ソングベスト 1813100010293 C 762 ｹ  効果音
西川 運動会たいそうベスト 1813100011049 C 769 ｳ  効果音
西川 音楽の世界遺産　ベスト 3460030009171  322 ｵﾝ 2 自然音
西川 アラビアの音楽～砂漠のアラベスク 3460030009224  322 ｱﾗ  民族音楽
西川 世界音楽紀行　●アフリカの旅 （オムニバス） ラミン・コンテ 3460030009180  322 ｾｶ  民族音楽
西川 世界音楽紀行　●東南・東アジアの旅 （オムニバス） グヌン・ジャティ 3460030009190  322 ｾｶ  民族音楽
西川 世界音楽紀行　●南北アメリカの旅 （オムニバス） エライジャ・マンギタク 3460030009215  322 ｾｶ  民族音楽
西川 世界音楽紀行　●南アジアの旅 （オムニバス） ヌスラット・ファテ・アリ・

ハーン
3460030009206  322 ｾｶ  民族音楽

西川 ボサ・ノヴァ・ブリーズ～リラックス・ウィズ・ボサ・ノヴァ・スタンダード・ソ
ングス

1813100010355 C 764 ﾎﾞ  民族音楽
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図書館 タイトル 巻次 責任表示１ 責任表示２ 資料コード 別置 ジャンル請求記号
西川 決定盤　「ケルトの音楽」ベスト 1813000000150 C 766 ｹ  民族音楽
西川 ふるさとの昔話とわらべうた《ＫＩＮＧ　ＴＷＩＮ　ＢＥＳＴ》 3460030005646  313 ﾌﾙ 2 その他
西川 ふるさとの昔話とわらべうた《ＫＩＮＧ　ＴＷＩＮ　ＢＥＳＴ》 3460030005655  313 ﾌﾙ 2 その他
西川 君が代のすべて～永久保存版 3460030007604  322 ｷﾐ  その他
西川 吟じたい漢詩８０選 3460030007506  322 ｷﾞﾝ  その他
西川 心にのこる日本の名作童話 3460030007533  322 ｺｺ  その他
西川 最新版　世界の国歌ベスト１０１ 3460030007598  322 ｾｶ 2 その他
西川 ふるさとの昔ばなし　ベスト 3460030008290  322 ﾌﾙ  その他
西川 オリエント急行 3460030005870  611 ｵﾘ  その他
西川 カラヤン／アヴェ・マリア ヘルベルト・フォン・カラヤン／指揮 レオンティン･プライス／ソ

プラノ
1813100010506 C 762 ｱ  その他

西川 卒業式定番ソング　ベスト 1813100010687 C 762 ｿ  その他
西川 うたって覚えＹＯ！　百人一首 1813100011030 C 769 ｳ  その他
西川 ベスト・セレクション　クリスマス・ソング　えいごのうた 1813000000249 C 769 ｴ  その他
西川 決定版　ラジオ体操　ベスト 1813100010373 C 781 ﾗ  その他
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