
令和3年4月現在西川図書館DVD一覧 （全資料）

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 受取館 ジャンル
西川 環境学習の島　佐渡 佐渡地区農山漁村体験推進協議会 1813105010160 D 090 ｶ  ☆ 郷土
西川 新にいがた市紀行　2008年度版　第1部 新にいがた市紀行製作実行委員会/

制作
1813105010170 D 090 ｼ 08-1 ☆ 郷土

西川 新にいがた市紀行　2008年度版　第2部 新にいがた市紀行製作実行委員会/
制作

1813105010189 D 090 ｼ 08-2 ☆ 郷土

西川 新にいがた市紀行　2009年度版　第1部 新にいがた市紀行製作実行委員会/
制作

1813105010198 D 090 ｼ 09-1 ☆ 郷土

西川 新にいがた市紀行　2009年度版　第2部 新にいがた市紀行製作実行委員会/
制作

1813105010204 D 090 ｼ 09-2 ☆ 郷土

西川 新にいがた市紀行　2010年度版　第1部 新にいがた市紀行製作実行委員会/
制作

1813105011079 D 090 ｼ 10-1 ☆ 郷土

西川 新にいがた市紀行　2010年度版　第2部 新にいがた市紀行製作実行委員会/
制作

1813105011088 D 090 ｼ 10-2 ☆ 郷土

西川 新にいがた市紀行　2010年度版　第3部 新にいがた市紀行製作実行委員会/
制作

1813105011097 D 090 ｼ 10-3 ☆ 郷土

西川 新にいがた市紀行　2010年度版　第4部 新にいがた市紀行製作実行委員会/
制作

1813105011103 D 090 ｼ 10-4 ☆ 郷土

西川 新にいがた市紀行　2010年度版　第5部 新にいがた市紀行製作実行委員会/
制作

1813105011112 D 090 ｼ 10-5 ☆ 郷土

西川 新にいがた市紀行　2011年度版　第1部 新にいがた市紀行製作実行委員会/
制作

1813105011168 D 090 ｼ 11-1 ☆ 郷土

西川 新にいがた市紀行　2011年度版　第2部 新にいがた市紀行製作実行委員会/
制作

1813105011177 D 090 ｼ 11-2 ☆ 郷土

西川 新にいがた市紀行　2011年度版　第3部 新にいがた市紀行製作実行委員会/
制作

1813105011186 D 090 ｼ 11-3 ☆ 郷土

西川 新にいがた市紀行　2011年度版　第4部 新にいがた市紀行製作実行委員会/
制作

1813105011195 D 090 ｼ 11-4 ☆ 郷土

西川 新にいがた市紀行　2012年度版　第1部 新にいがた市紀行製作実行委員会/
制作

1813105011201 D 090 ｼ 12-1 ☆ 郷土

西川 新にいがた市紀行　2012年度版　第2部 新にいがた市紀行製作実行委員会/
制作

1813105011130 D 090 ｼ 12-2 ☆ 郷土

西川 新にいがた市紀行　2012年度版　第3部 新にいがた市紀行製作実行委員会/
制作

1813105011121 D 090 ｼ 12-3 ☆ 郷土

西川 新にいがた市紀行　2012年度版　第4部 新にいがた市紀行製作実行委員会/
制作

1813105011140 D 090 ｼ 12-4 ☆ 郷土

西川 新にいがた市紀行　2012年度版　第5部 新にいがた市紀行製作実行委員会/
制作

1813105011159 D 090 ｼ 12-5 ☆ 郷土

西川 新にいがた市紀行　2013年度版　第1部 新にいがた市紀行製作実行委員会/
制作

1813105011444 D 090 ｼ 13-1 ☆ 郷土

西川 新にいがた市紀行　2013年度版　第2部 新にいがた市紀行製作実行委員会/
制作

1813105011453 D 090 ｼ 13-2 ☆ 郷土

西川 新にいがた市紀行　2013年度版　第3部 新にいがた市紀行製作実行委員会/
制作

1813105011462 D 090 ｼ 13-3 ☆ 郷土

西川 新にいがた市紀行　2013年度版　第4部 新にいがた市紀行製作実行委員会/
制作

1813105011471 D 090 ｼ 13-4 ☆ 郷土

西川 新にいがた市紀行　2013年度版　第5部 新にいがた市紀行製作実行委員会/
制作

1813105011480 D 090 ｼ 13-5 ☆ 郷土

西川 新にいがた市紀行　2014年度版　第1部 新にいがた市紀行製作実行委員会/
制作

1813105011711 D 090 ｼ 14-1 ☆ 郷土

請求記号
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西川 新にいがた市紀行　2014年度版　第2部 新にいがた市紀行製作実行委員会/

制作
1813105011720 D 090 ｼ 14-2 ☆ 郷土

西川 新にいがた市紀行　2014年度版　第3部 新にいがた市紀行製作実行委員会/
制作

1813105011730 D 090 ｼ 14-3 ☆ 郷土

西川 新にいがた市紀行　2014年度版　第4部 新にいがた市紀行製作実行委員会/
制作

1813105011767 D 090 ｼ 14-4 ☆ 郷土

西川 新にいがた市紀行　2014年度版　第5部 新にいがた市紀行製作実行委員会/
制作

1813105011776 D 090 ｼ 14-5 ☆ 郷土

西川 新にいがた市紀行　2014年度版　第6部 新にいがた市紀行製作実行委員会/
制作

1813105011785 D 090 ｼ 14-6 ☆ 郷土

西川 新にいがた市紀行　2014年度版　第7部 新にいがた市紀行製作実行委員会/
制作

1813105011794 D 090 ｼ 14-7 ☆ 郷土

西川 新にいがた市紀行　2014年度版　第8部 新にいがた市紀行製作実行委員会/
制作

1813105011800 D 090 ｼ 14-8 ☆ 郷土

西川 新にいがた市紀行　2014年度版　第9部 新にいがた市紀行製作実行委員会/
制作

1813105011810 D 090 ｼ 14-9 ☆ 郷土

西川 新にいがた市紀行　2015年度版　第1部 新にいがた市紀行製作実行委員会/
制作

1813105011874 D 090 ｼ 15-1 ☆ 郷土

西川 新にいがた市紀行　2015年度版　第2部 新にいがた市紀行製作実行委員会/
制作

1813105011883 D 090 ｼ 15-2 ☆ 郷土

西川 新にいがた市紀行　2015年度版　第3部 新にいがた市紀行製作実行委員会/
制作

1813105011892 D 090 ｼ 15-3 ☆ 郷土

西川 新にいがた市紀行　2015年度版　第4部 新にいがた市紀行製作実行委員会/
制作

1813105012174 D 090 ｼ 15-4 ☆ 郷土

西川 新にいがた市紀行　2015年度版　第5部 新にいがた市紀行製作実行委員会/
制作

1813105012183 D 090 ｼ 15-5 ☆ 郷土

西川 新にいがた市紀行　2015年度版　第6部 新にいがた市紀行製作実行委員会/
制作

1813105012192 D 090 ｼ 15-6 ☆ 郷土

西川 新にいがた市紀行　2015年度版　第7部 新にいがた市紀行製作実行委員会/
制作

1813105012209 D 090 ｼ 15-7 ☆ 郷土

西川 新にいがた市紀行　2016年度版　第1部 新にいがた市紀行製作実行委員会/
制作

1813105012370 D 090 ｼ 16-1 ☆ 郷土

西川 新にいがた市紀行　2016年度版　第2部 新にいがた市紀行製作実行委員会/
制作

1813105012380 D 090 ｼ 16-2 ☆ 郷土

西川 新にいがた市紀行　2016年度版　第3部 新にいがた市紀行製作実行委員会/
制作

1813105012399 D 090 ｼ 16-3 ☆ 郷土

西川 新にいがた市紀行　2016年度版　第4部 新にいがた市紀行製作実行委員会/
制作

1813105012460 D 090 ｼ 16-4 ☆ 郷土

西川 新にいがた市紀行　2016年度版　第5部 新にいがた市紀行製作実行委員会/
制作

1813105012479 D 090 ｼ 16-5 ☆ 郷土

西川 新にいがた市紀行　2016年度版　第6部 新にいがた市紀行製作実行委員会/
制作

1813105012488 D 090 ｼ 16-6 ☆ 郷土

西川 新にいがた市紀行　2016年度版　第7部 新にいがた市紀行製作実行委員会/
制作

1813105012521 D 090 ｼ 16-7 ☆ 郷土

西川 新にいがた市紀行　2016年度版　第8部 新にいがた市紀行製作実行委員会/
制作

1813105012530 D 090 ｼ 16-8 ☆ 郷土

西川 新にいがた市紀行　2016年度版　第9部 新にいがた市紀行製作実行委員会/
制作

1813105012540 D 090 ｼ 16-9 ☆ 郷土
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西川 新にいがた市紀行　2017年度版　第1部 新にいがた市紀行製作実行委員会/

制作
1813105012586 D 090 ｼ 17-1 ☆ 郷土

西川 新にいがた市紀行　2017年度版　第2部 新にいがた市紀行製作実行委員会/
制作

1813105012595 D 090 ｼ 17-2 ☆ 郷土

西川 新にいがた市紀行　2017年度版　第3部 新にいがた市紀行製作実行委員会/
制作

1813105012601 D 090 ｼ 17-3 ☆ 郷土

西川 新にいがた市紀行　2017年度版　第4部 新にいがた市紀行製作実行委員会/
制作

1813105012639 D 090 ｼ 17-4 ☆ 郷土

西川 新にいがた市紀行　2017年度版　第5部 新にいがた市紀行製作実行委員会/
制作

1813105012648 D 090 ｼ 17-5 ☆ 郷土

西川 新にいがた市紀行　2017年度版　第6部 新にいがた市紀行製作実行委員会/
制作

1813105012657 D 090 ｼ 17-6 ☆ 郷土

西川 新にいがた市紀行　2017年度版　第7部 新にいがた市紀行製作実行委員会/
制作

1813105012684 D 090 ｼ 17-7 ☆ 郷土

西川 新にいがた市紀行　2017年度版　第8部 新にいがた市紀行製作実行委員会/
制作

1813105012693 D 090 ｼ 17-8 ☆ 郷土

西川 新にいがた市紀行　2017年度版　第9部 新にいがた市紀行製作実行委員会/
制作

1813105012746 D 090 ｼ 17-9 ☆ 郷土

西川 新にいがた市紀行　2017年度版　第10部 新にいがた市紀行製作実行委員会/
制作

1813105012755 D 090 ｼ 17-10 ☆ 郷土

西川 新にいがた市紀行　2017年度版　第11部 新にいがた市紀行製作実行委員会/
制作

1813105012764 D 090 ｼ 17-11 ☆ 郷土

西川 曽根神社秋季大祭 西川まつり実行委員会 1813105011524 D 090 ｿ  西川 郷土
西川 神楽 第1巻：総合編 新潟市文化政策課 1813105010840 D 090 ﾆ 1 ☆ 郷土
西川 神楽　第2巻：赤塚太々神楽（上・下） 新潟市文化政策課 1813105010859 D 090 ﾆ 2 ☆ 郷土
西川 神楽　第3巻：大形神社神楽（上・中・下） 新潟市文化政策課 1813105010868 D 090 ﾆ 3 ☆ 郷土
西川 神楽　第4巻：開運稲荷神社神楽（上・下） 新潟市文化政策課 1813105010877 D 090 ﾆ 4 ☆ 郷土
西川 神楽　第5巻：蒲原神社神楽（上・下） 新潟市文化政策課 1813105010886 D 090 ﾆ 5 ☆ 郷土
西川 神楽　第6巻：金刀比羅神社神楽（上・中・下） 新潟市文化政策課 1813105010895 D 090 ﾆ 6 ☆ 郷土
西川 神楽　第7巻：酒屋御神楽（上・中・下） 新潟市文化政策課 1813105010901 D 090 ﾆ 7 ☆ 郷土
西川 神楽　第8巻：三社神社神楽（上・下） 新潟市文化政策課 1813105010910 D 090 ﾆ 8 ☆ 郷土
西川 神楽　第9巻：嘉瀬神楽・直り山伊弉夜神楽・新崎伊佐弥神

楽
新潟市文化政策課 1813105010920 D 090 ﾆ 9 ☆ 郷土

西川 酒造り 新潟市文化政策課 1813105010750 D 090 ﾆ  ☆ 郷土
西川 新潟漆器　第1巻：総合編・素地・下地・竹塗 新潟市文化政策課 1813105010760 D 090 ﾆ 1 ☆ 郷土
西川 新潟漆器　第2巻：虫食塗　ほか 新潟市文化政策課 1813105010779 D 090 ﾆ 2 ☆ 郷土
西川 新潟のまつり　第1巻：総合編・新潟まつり・赤塚まつり・内

野まつり
新潟市文化政策課 1813105010812 D 090 ﾆ 1 ☆ 郷土

西川 新潟のまつり　第2巻：蒲原まつり・黒埼まつり・酒屋まつ
り・沼垂まつり

新潟市文化政策課 1813105010821 D 090 ﾆ 2 ☆ 郷土

西川 新潟のまつり　第3巻：白山まつり・松浜まつり・山の下まつ
り・歳時記編

新潟市文化政策課 1813105010830 D 090 ﾆ 3 ☆ 郷土

西川 新潟仏壇 第1巻：総合編 新潟市文化政策課 1813105010788 D 090 ﾆ 1 ☆ 郷土
西川 新潟仏壇　第2巻：木地・金具・彫刻 新潟市文化政策課 1813105010797 D 090 ﾆ 2 ☆ 郷土
西川 新潟仏壇　第3巻：塗り・蒔絵・ふるさとの伝統的工芸品（教

材編）
新潟市文化政策課 1813105010803 D 090 ﾆ 3 ☆ 郷土
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西川 西港にぎわい物語2015 前編 新にいがた市紀行製作実行委員会／

制作
1813105012156 D 090 ﾆ 1 ☆ 郷土

西川 西港にぎわい物語2015 後編 新にいがた市紀行製作実行委員会／
制作

1813105012165 D 090 ﾆ 2 ☆ 郷土

西川 古町芸妓　第1巻：総合編・祝舞・お座敷ぶり・新潟の民謡 新潟市文化政策課 1813105010680 D 090 ﾆ 1 ☆ 郷土
西川 古町芸妓　第2巻：ふるまち新潟をどり 新潟市文化政策課 1813105010699 D 090 ﾆ 2 ☆ 郷土
西川 民謡　第1巻：総合編・新潟甚句・佐渡おけさ 新潟市文化政策課 1813105010213 D 090 ﾆ 1 ☆ 郷土
西川 民謡　第2巻：天野甚句・越後追分・亀田甚句 新潟市文化政策課 1813105010705 D 090 ﾆ 2 ☆ 郷土
西川 民謡　第3巻：酒屋松坂・関屋六階節 新潟市文化政策課 1813105010714 D 090 ﾆ 3 ☆ 郷土
西川 民謡　第4巻：鳥屋野六階節・長潟藻たぐり甚句 新潟市文化政策課 1813105010723 D 090 ﾆ 4 ☆ 郷土
西川 民謡　第5巻：新潟おけさ・新潟船方節・新潟松坂 新潟市文化政策課 1813105010732 D 090 ﾆ 5 ☆ 郷土
西川 民謡　第6巻：新崎甚句・酒屋木遣・沼垂木遣・山の下木遣 新潟市文化政策課 1813105010741 D 090 ﾆ 6 ☆ 郷土
西川 ボケとツッコミ 新潟市西蒲区 武蔵野美術大学 1813105012862 D 090 ﾎﾞ  ☆ 郷土
西川 温故知新 新潟の土地改良100年を祝う集い実行

委員会
1813105011364 D 092 ｵ  ☆ 郷土

西川 「潟」の記憶 新潟市潟環境研究所／制作・著作 株式会社電通東日本／制
作協力

1813105012414 D 092 ｶ  ☆ 郷土

西川 「潟」の記憶 新潟市潟環境研究所／制作・著作 株式会社電通東日本／制
作協力

1813105012405 D 092 ｶ  ☆ 郷土

西川 わたしたちのむら かたひがし ダイジェスト版 潟東村役場総務課 1813105011382 D 092 ｶ  ☆ 郷土
西川 北区のお宝ものがたり お宝ものがたり編集部北宝隊・新潟市

北区役所／編
1813105010026 D 092 ｷ  ☆ 郷土

西川 きておくんなせや小阿賀野川 小阿賀わいわい塾／企画 新潟県新潟地域振興事務
所／製作

1813105011909 D 092 ｷ  ☆ 郷土

西川 郷土南浜　未来への遺産 地域の歴史・文化発掘「未来への遺
産」継承事業実行委員会

1813105011551 D 092 ｷ  ☆ 郷土

西川 金と銀の島　佐渡 新潟県教育庁文化行政課世界遺産登
録推進室／企画

佐渡市世界遺産推進課登
録推進係／企画

1813105011239 D 092 ｷ  ☆ 郷土

西川 江南宣隊ユメレンジャーのｗａｋｕｗａｋｕこうなん区 新潟市江南区／編 1813105011408 D 092 ｺ  ☆ 郷土
西川 花と緑の小須戸町 小須戸町／企画 制作 1813105011391 D 092 ｺ  ☆ 郷土
西川 Sado Golden Rord～世界を巡った佐渡小判～ 宮田　亮平／出演 伊勢みずほ／出演 1813105012791 D 092 ｻ  ☆ 郷土
西川 十返舎一九とたどる新川開削ものがたり：西区の歴史・文

化・技術の記憶を２００年後の未来の人々へつなぐ
越後新川まちおこしの会／企画・制作 笠原　悦子／ナレーター 1813100011138 D 092 ｼﾞ  ☆ 郷土

西川 天空の旅人　信濃川を飛ぶ 多胡　光純／出演 シャルキィロマ／曲 1813105012782 D 092 ﾃ  ☆ 郷土
西川 どこかの だれかと NPO法人　にいがた湊あねさま倶楽部

／企画
1813100011129 D 092 ﾄﾞ  ☆ 郷土

西川 にいがた偉人伝 ＢＳＮ新潟放送／製作・著作 1813105012503 D 092 ﾆ  ☆ 郷土
西川 新潟からアジアの風 新潟市政策推進室広報課／監修 3460035008909 D 092 ﾆ  ☆ 郷土
西川 新潟市北区の勤皇の志士　遠藤七郎 新潟市北区郷土博物館／企画・監修 1813105012432 D 092 ﾆ  ☆ 郷土
西川 新潟市北区の勤皇の志士　遠藤七郎 新潟市北区郷土博物館／企画・監修 1813105012441 D 092 ﾆ  ☆ 郷土
西川 ニイガタのプライド ＢＳＮ新潟放送 ＮＳＴ 1813105011749 D 092 ﾆ  ☆ 郷土
西川 巻町閉町記念ＤＶＤ 巻町／制作 Video Inn BeBOx 1813105011284 D 092 ﾏ  ☆ 郷土
西川 横越町 閉町記念 横越万歳！ 横越町／制作 (株)北都／制作協力 1813105011257 D 092 ﾖ  ☆ 郷土
西川 傘ぼこサミット・イン・ニイガタ２０１３ 傘ぼこサミット・イン・ニイガタ実行委員

会／制作・監修
1813105011490 D 093 ｶ  ☆ 郷土

4 / 28 ページ ☆…任意のAV資料取扱館



令和3年4月現在西川図書館DVD一覧 （全資料）

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 受取館 ジャンル請求記号
西川 ＪＲ越後線開業１００周年記念イベント　傘ぼこサミット・イ

ン・ニイガタ２０１２
傘ぼこサミット・イン・ニイガタ実行委員
会／制作

西川まつり実行委員会／
制作

1813105011533 D 093 ｼﾞ  西川 郷土

西川 我已成千之风（化作千风）之羁绊漫谈 “东亚文化之都２０１５新潟市”执行委

员会／企画制作

1813105011856 D 093 ｾ  ☆ 郷土

西川 千の風になって　絆トーク 「東アジア文化都市２０１５新潟市」実
行委員会／企画制作

1813105011847 D 093 ｾ  ☆ 郷土

西川 천의　바람이　되어　키즈나（유대）대담 「동아시아문화도시２０１５니가타」／

企画制作

1813105011865 D 093 ｾ  ☆ 郷土

西川 日本海政令市　新潟 新潟市 3460035008918 D 093 ﾆ  ☆ 郷土
西川 水との戦いから，食料供給基地「新潟」を目指して 新潟市（2010年日本ＡＰＥＣ新潟食料

安全保障担当大臣会合開催推進協議
会）

1813105010017 D 093 ﾐ  ☆ 郷土

西川 地域医療の新たな時代へ 新潟市民病院 3460035008936 D 094 ﾁ  ☆ 郷土
西川 新潟市民病院建設の記録 新潟市民病院 3460035008927 D 094 ﾆ  ☆ 郷土
西川 再び佐渡の大空へ 佐渡市 1813105011248 D 094 ﾌ  ☆ 郷土
西川 第４回　西川流域子ども環境サミット 西区役所区民生活課 西蒲区役所区民生活課 1813105011506 D 095 ﾆ 4 ☆ 郷土
西川 第５回　西川流域子ども環境サミット 西区役所区民生活課 西蒲区役所区民生活課 1813105011515 D 095 ﾆ 5 ☆ 郷土
西川 新潟市を水から守る 新潟県新潟地域振興局／企画 3460035008945 D 095 ﾆ  ☆ 郷土
西川 新潟市　ごみと資源物のゆくえ 新潟市環境部廃棄物政策課／制作・

著作
1813105011050 D 095 ﾆ  ☆ 郷土

西川 81万人のリサイクル・サイ挑戦 新潟市環境部廃棄物政策課／企画・
制作

3460035008972 D 095 ﾊ  ☆ 郷土

西川 はじめよう！生ごみダイエット作戦！ 新潟市環境部廃棄物政策課／制作・
著作

1813105011702 D 095 ﾊ  ☆ 郷土

西川 「みばわるいすけ」を乗り越えて 酢山省三／企画・監修・インタビュアー 樫野利七／撮影・編集・制
作

1813105011426 D 095 ﾐ  ☆ 郷土

西川 ふるさとの森を育む家づくり 新潟市農林水産部水産林務課 1813105010536 D 096 ﾌ  ☆ 郷土
西川 アルビレックス新潟2017シーズンレビュー　〔本編・特典〕 日本プロサッカーリーグ(Ｊリーグ)／監

修
Ｊリーグメディアプロモー
ション／制作

1813105012700 D 097 ｱ 17 ☆ 郷土

西川 アルビレックス新潟2018シーズンレビュー　〔本編・特典〕 日本プロサッカーリーグ(Ｊリーグ)／監
修

Ｊリーグマーケティング/制
作

1813105012773 D 097 ｱ 18 ☆ 郷土

西川 体しゃっきり体操 1813105012675  097 ｶ  ☆ 郷土
西川 体しゃっきり体操 1813105012666 D 097 ｶ  ☆ 郷土
西川 ガムシャラな風になれ 花崎　雅芳 菊地　ヒロユキ 1813105011275 D 097 ｶﾞ  ☆ 郷土
西川 新作能「国上」良寛慈愛の手まり 齋藤　達也／作 1813105012002 D 097 ｼ  ☆ 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 1813105011570 D 097 ｿ  ☆ 郷土
西川 匠の手 新潟県産業労働観光部　商業・地場産

業振興課／製作
1813105011758 D 097 ﾀ  ☆ 郷土

西川 超耕２１ガッター／愛をコメたヒーローはトキを越えてやっ
てくる！

ガッタープロジェクト／企画 1813105011990 D 097 ﾁ  ☆ 郷土

西川 超耕２１ガッター／新潟の食を！文化を！自然を守れ！ ガッタープロジェクト／企画 1813105011981 D 097 ﾁ  ☆ 郷土
西川 超耕２１ガッター　ショッタリアン帝国の逆襲 ＶＯＬ．１ ガッタープロジェクト／企画 1813105011963 D 097 ﾁ 1 ☆ 郷土
西川 超耕２１ガッター　ショッタリアン帝国の逆襲 ＶＯＬ．２ ガッタープロジェクト／企画 1813105011972 D 097 ﾁ 2 ☆ 郷土
西川 第１９回　にいがた国際映画祭　予告編映像 にいがた国際映画祭実行委員会 3460035008981 D 097 ﾆ  ☆ 郷土
西川 第２０回　にいがた国際映画祭　予告編映像 にいがた国際映画祭実行委員会 1813105010554 D 097 ﾆ  ☆ 郷土
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令和3年4月現在西川図書館DVD一覧 （全資料）

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 受取館 ジャンル請求記号
西川 新潟・古町芸妓の世界 2016改訂版 ＢＳＮ新潟放送／製作・著作 1813105012497 D 097 ﾆ  ☆ 郷土
西川 にしかん 新潟市西蒲区役所 武蔵野美術大学基礎デザ

イン学科モーションデザイ
ン受講生

1813105012559 D 097 ﾆ  ☆ 郷土

西川 にしかんみんなの体操 新潟市西蒲区役所健康福祉課健康増
進係／制作

1813105012577 D 097 ﾆ  ☆ 郷土

西川 にいがた★JIMAN！ Negicco feat.小林幸子 1813105011838 D 097 ﾈ  ☆ 郷土
西川 ハモニカ太陽　総集編　劇場版長編 新潟市西蒲区役所 武蔵野美術大学 1813105012817 D 097 ﾊ  ☆ 郷土
西川 ハモニカ太陽　～春編　夫婦桜の木の下で　の巻～ 新潟市西蒲区役所 武蔵野美術大学 1813105012568 D 097 ﾊ  ☆ 郷土
西川 ハモニカ太陽　～夏編　巻の祭りで大騒ぎ！？～ 新潟市西蒲区役所 武蔵野美術大学 1813105012610 D 097 ﾊ 2 ☆ 郷土
西川 ハモニカ太陽　～秋編　実りの秋、実らなかった恋～ 新潟市西蒲区役所 武蔵野美術大学 1813105012719 D 097 ﾊ 3 ☆ 郷土
西川 ハモニカ太陽　最終話　冬編～さよなら。大好きな人～ 新潟市西蒲区役所 武蔵野美術大学 1813105012808 D 097 ﾊ 4 ☆ 郷土
西川 明和義人 新潟青年会議所／企画・制作 1813105010563 D 097 ﾒ  ☆ 郷土
西川 魚沼の昔ばなし 魚沼の昔ばなしの会 1813105011060 D 380 ｳ  ☆ 郷土
西川 映像で伝える村上大祭 財団法人東日本鉄道文化財団 1813105011373 D 386 ｴ  ☆ 郷土
西川 これってゴミなの？ 新潟市環境部廃棄物政策課／制作著

作
1813105011210 D 518 ｺ  ☆ 郷土

西川 秘仏開帳～特別拝観の古寺・名刹をゆく 3460035002502  321 ﾋﾌﾞ  西川 哲学・宗教
西川 総務部総務課山口六平太　裁判員プロジェクトはじめま

す！
法務省／企画・制作 鴨野　彰／監督 3460035008471 D 320 ｿ  西川 日本の歴史

西川 総務部総務課山口六平太　裁判員プロジェクトはじめま
す！

法務省／企画・制作 鴨野　彰／監督 3460035008462 D 320 ｿ  西川 日本の歴史

西川 秘録・太平洋戦争全史　前編 3460035006501  321 ｾﾝ 1 西川 日本の歴史
西川 秘録・太平洋戦争全史　後編 3460035006510  321 ｾﾝ 2 西川 日本の歴史
西川 南京～戦線後方記録映画～ 3460035006539  321 ｾﾝ 4 西川 日本の歴史
西川 支那事変海軍作戦記録 3460035006548  321 ｾﾝ 5 西川 日本の歴史
西川 海軍病院船 3460035006557  321 ｾﾝ 6 西川 日本の歴史
西川 富士に誓ふ～少年戦車兵訓練の記録～ 3460035006566  321 ｾﾝ 7 西川 日本の歴史
西川 陸軍航空戦記　ビルマ篇 3460035006575  321 ｾﾝ 8 西川 日本の歴史
西川 戦ふ兵隊 3460035006600  321 ｾﾝ 11 西川 日本の歴史
西川 空の神兵～陸軍落下傘部隊訓練の記録～ 3460035006619  321 ｾﾝ 12 西川 日本の歴史
西川 マレー戦記～進撃の記録～ 3460035006628  321 ｾﾝ 13 西川 日本の歴史
西川 ビルマ戦記 3460035006637  321 ｾﾝ 14 西川 日本の歴史
西川 帝国海軍勝利の記録 3460035006646  321 ｾﾝ 15 西川 日本の歴史
西川 日本の悲劇 3460035006655  321 ｾﾝ 16 西川 日本の歴史
西川 海軍戦記 3460035006664  321 ｾﾝ 17 西川 日本の歴史
西川 陸軍特別攻撃隊 3460035006673  321 ｾﾝ 18 西川 日本の歴史
西川 聖戦３年／聖戦４年 3460035006682  321 ｾﾝ 19 西川 日本の歴史
西川 戦線二万粁（キロ） 3460035006691  321 ｾﾝ 20 西川 日本の歴史
西川 日本百名城 3460035002342  321 ﾆﾂ  西川 日本の歴史
西川 プロジェクトＸ～挑戦者たち　第４期　第５巻 国井　雅比古／出演 膳場　貴子／出演 3460035000802  321 ﾌﾟﾛ 4-5 西川 日本の歴史
西川 プロジェクトＸ～挑戦者たち　第４期　第９巻 国井　雅比古／出演 膳場　貴子／出演 3460035000849  321 ﾌﾟﾛ 4-9 西川 日本の歴史
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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 受取館 ジャンル請求記号
西川 失われた文明インカ・マヤ／ＮＨＫスペシャル－アンデス

ミイラと生きる
3460035008730  321 ｴﾇ 1 ☆ 外国の歴史

西川 失われた文明インカ・マヤ／ＮＨＫスペシャル－マチュピ
チュ天空に続く道

3460035008749  321 ｴﾇ 2 ☆ 外国の歴史

西川 失われた文明インカ・マヤ／ＮＨＫスペシャル－密林が生
んだ二千年の王国

3460035008758  321 ｴﾇ 3 ☆ 外国の歴史

西川 ＮＨＫスペシャル四大文明／インダス 3460035001381  321 ｴﾇ  西川 外国の歴史
西川 ＮＨＫスペシャル四大文明／エジプト 3460035001363  321 ｴﾇ  西川 外国の歴史
西川 ＮＨＫスペシャル四大文明／地球文明からのメッセージ 3460035001407  321 ｴﾇ  西川 外国の歴史
西川 ＮＨＫスペシャル四大文明／中国 3460035001390  321 ｴﾇ  西川 外国の歴史
西川 ＮＨＫスペシャル四大文明／メソポタミア 3460035001372  321 ｴﾇ  西川 外国の歴史
西川 カラーで見る第２次大戦　Ｖｏｌ．１　混乱するヨーロッパ 3460035001158  321 ｶﾗ 1 西川 外国の歴史
西川 カラーで見る第２次大戦　Ｖｏｌ．２　総力戦 3460035001167  321 ｶﾗ 2 西川 外国の歴史
西川 カラーで見る第２次大戦　Ｖｏｌ．３　勝利と絶望 3460035001176  321 ｶﾗ 3 西川 外国の歴史
西川 上海～支那事変後方記録～ 3460035006520  321 ｾﾝ 3 西川 外国の歴史
西川 轟沈～印度洋潜水艦作戦記録～ 3460035006584  321 ｾﾝ 9 西川 外国の歴史
西川 コレヒドール総攻撃 3460035006593  321 ｾﾝ 10 西川 外国の歴史
西川 プロジェクトＸ～挑戦者たち　第６期　第７巻 国井　雅比古／出演 膳場　貴子／出演 3460035001013  321 ﾌﾟﾛ 6-7 西川 外国の歴史
西川 ふるさとに生きる　第1巻 1813105012835 D 290 ﾌ 1 ☆ 日本の地理・紀行

西川 ふるさとに生きる　第2巻 1813105012844 D 290 ﾌ 2 ☆ 日本の地理・紀行

西川 ふるさとに生きる　第3巻 1813105012853 D 290 ﾌ 3 ☆ 日本の地理・紀行

西川 ふるさとに生きる　第4巻 1813105012880 D 290 ﾌ 4 ☆ 日本の地理・紀行

西川 ふるさとに生きる　第5巻 1813105012890 D 290 ﾌ 5 ☆ 日本の地理・紀行

西川 関東周辺の山　１ ＮＨＫエンタープライズ／企画・制作 1813105011650 D 291 ﾆ  ☆ 日本の地理・紀行

西川 関東周辺の山　２ ＮＨＫエンタープライズ／企画・制作 1813105011687 D 291 ﾆ  ☆ 日本の地理・紀行

西川 中部・日本アルプスの山　１ ＮＨＫエンタープライズ／企画・制作 1813105011631 D 291 ﾆ  ☆ 日本の地理・紀行

西川 中部・日本アルプスの山　２ ＮＨＫエンタープライズ／企画・制作 1813105011669 D 291 ﾆ  ☆ 日本の地理・紀行

西川 中部・日本アルプスの山　３ ＮＨＫエンタープライズ／企画・制作 1813105011696 D 291 ﾆ  ☆ 日本の地理・紀行

西川 西日本の山　１ ＮＨＫエンタープライズ／企画・制作 1813105011640 D 291 ﾆ  ☆ 日本の地理・紀行

西川 東日本の山　１ ＮＨＫエンタープライズ／企画・制作 1813105011622 D 291 ﾆ  ☆ 日本の地理・紀行

西川 東日本の山　２ ＮＨＫエンタープライズ／企画・制作 1813105011678 D 291 ﾆ  ☆ 日本の地理・紀行

西川 日本の世界遺産 3460035006459  321 ﾆﾂ  西川 日本の地理・紀行

西川 秘湯ロマン　関東甲信越・伊豆編 3460035002422  321 ﾋﾄ  西川 日本の地理・紀行

西川 秘湯ロマン　東海・北陸・近畿・中国・四国・九州編 3460035002431  321 ﾋﾄ  西川 日本の地理・紀行

西川 秘湯ロマン　北海道・東北編 3460035002413  321 ﾋﾄ  西川 日本の地理・紀行

西川 世界ふれあい街歩き／アメリカ合衆国（シアトル，サンフラ
ンシスコ）

1813105010518 D 290 ｾ  ☆ 外国の地理・紀行

西川 世界ふれあい街歩き／アメリカ合衆国（ニューヨークビレッ
ジ・ニューヨーク・ブルックリン）

1813105010320 D 290 ｾ  ☆ 外国の地理・紀行

西川 世界ふれあい街歩き／アメリカ合衆国ＲＯＵＴＥ６６（カー
セージ，タル…

1813105010410 D 290 ｾ  ☆ 外国の地理・紀行

西川 世界ふれあい街歩き／アメリカ合衆国ＲＯＵＴＥ６６（サンタ
フェ，ＬＡ…

1813105010429 D 290 ｾ  ☆ 外国の地理・紀行
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西川 世界ふれあい街歩き／イギリス（コッツウォルズ） 1813105010240 D 290 ｾ  ☆ 外国の地理・紀行

西川 世界ふれあい街歩き／イギリス（ダートムーア，コーン
ウォール）

1813105010527 D 290 ｾ  ☆ 外国の地理・紀行

西川 世界ふれあい街歩き／イギリス（ロンドンシティ・エディンバ
ラ）

1813105010456 D 290 ｾ  ☆ 外国の地理・紀行

西川 世界ふれあい街歩き／イタリア（フィレンツェ・ナポリ） 1813105010278 D 290 ｾ  ☆ 外国の地理・紀行

西川 世界ふれあい街歩き／イタリア（ベネチア） 1813105010492 D 290 ｾ  ☆ 外国の地理・紀行

西川 世界ふれあい街歩き／イタリア（ミラノ，アマルフィ） 1813105010231 D 290 ｾ  ☆ 外国の地理・紀行

西川 世界ふれあい街歩き／イタリア（ローマ） 1813105010465 D 290 ｾ  ☆ 外国の地理・紀行

西川 世界ふれあい街歩き／オーストラリア（シドニー・メルボル
ン）

1813105010302 D 290 ｾ  ☆ 外国の地理・紀行

西川 世界ふれあい街歩き／韓国（ソウル　プッチョン界隈・プサ
ン）

1813105010394 D 290 ｾ  ☆ 外国の地理・紀行

西川 世界ふれあい街歩き／北アフリカ（チュニス・マラケシュ） 1813105010385 D 290 ｾ  ☆ 外国の地理・紀行

西川 世界ふれあい街歩き／クロアチア（ザグレブ・ドブロブニク） 1813105010349 D 290 ｾ  ☆ 外国の地理・紀行

西川 世界ふれあい街歩き／巡礼の道スペイン（レオン・サンティ
アゴ　デ　…）

1813105010358 D 290 ｾ  ☆ 外国の地理・紀行

西川 世界ふれあい街歩き／巡礼の道フランス（モンペリエ・
トゥールーズ）

1813105010367 D 290 ｾ  ☆ 外国の地理・紀行

西川 世界ふれあい街歩き／スペイン（バルセロナ，グラナダ） 1813105010483 D 290 ｾ  ☆ 外国の地理・紀行

西川 世界ふれあい街歩き／スペイン（マドリード・セビリア） 1813105010447 D 290 ｾ  ☆ 外国の地理・紀行

西川 世界ふれあい街歩き／台湾（台北，台南） 1813105010250 D 290 ｾ  ☆ 外国の地理・紀行

西川 世界ふれあい街歩き／中欧（ベルリン・プラハ） 1813105010296 D 290 ｾ  ☆ 外国の地理・紀行

西川 世界ふれあい街歩き／中国（杭州・青島） 1813105010438 D 290 ｾ  ☆ 外国の地理・紀行

西川 世界ふれあい街歩き／中国（蘇州，西塘） 1813105010509 D 290 ｾ  ☆ 外国の地理・紀行

西川 世界ふれあい街歩き／中国（北京　后海界隈・鳳凰） 1813105010474 D 290 ｾ  ☆ 外国の地理・紀行

西川 世界ふれあい街歩き／中国（香港九龍・マカオ） 1813105010311 D 290 ｾ  ☆ 外国の地理・紀行

西川 世界ふれあい街歩き／中南米（ハバナ・クスコ） 1813105010376 D 290 ｾ  ☆ 外国の地理・紀行

西川 世界ふれあい街歩き／フランス（パリ　マレ地区，パリ　モ
ンマルトル）

1813105010269 D 290 ｾ  ☆ 外国の地理・紀行

西川 世界ふれあい街歩き／フランス（リヨン，マルセイユ） 1813105010400 D 290 ｾ  ☆ 外国の地理・紀行

西川 世界ふれあい街歩き／ベトナム（ハノイ・ホイアン） 1813105010330 D 290 ｾ  ☆ 外国の地理・紀行

西川 世界ふれあい街歩き／ポルトガル（リスボン・ポルト） 1813105010287 D 290 ｾ  ☆ 外国の地理・紀行

西川 ＮＨＫ特集地球大紀行　Ｖｏｌ．１ 3460035001309  321 ｴﾇ 1 西川 外国の地理・紀行

西川 ＮＨＫ特集地球大紀行　Ｖｏｌ．２ 3460035001318  321 ｴﾇ 2 西川 外国の地理・紀行

西川 ＮＨＫ特集地球大紀行　Ｖｏｌ．３ 3460035001327  321 ｴﾇ 3 西川 外国の地理・紀行

西川 ＮＨＫ特集地球大紀行　Ｖｏｌ．４ 3460035001336  321 ｴﾇ 4 西川 外国の地理・紀行

西川 ＮＨＫ特集地球大紀行　Ｖｏｌ．５ 3460035001345  321 ｴﾇ 5 西川 外国の地理・紀行

西川 ＮＨＫ特集地球大紀行　Ｖｏｌ．６ 3460035001354  321 ｴﾇ 6 西川 外国の地理・紀行

西川 古代遺跡ミステリー　アフリカ・ヨーロッパ編 3460035002487  321 ｺﾀﾞ  西川 外国の地理・紀行

西川 古代遺跡ミステリー　アメリカ・アジア編 3460035002496  321 ｺﾀﾞ  西川 外国の地理・紀行

西川 ザイオン峡谷／神秘にあふれる谷 3460035007044  321 ｻﾞｲ  西川 外国の地理・紀行

西川 シルクロード紀行　ＶＯＬ．１　はるかなる旅へ 3460035005999  321 ｼﾙ 1 西川 外国の地理・紀行
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西川 シルクロード紀行　ＶＯＬ．２　祁連山脈を越えて 3460035006000  321 ｼﾙ 2 西川 外国の地理・紀行

西川 シルクロード紀行　ＶＯＬ．３　敦煌遥かなり 3460035006010  321 ｼﾙ 3 西川 外国の地理・紀行

西川 シルクロード紀行　ＶＯＬ．４　青海チベット高原 3460035006029  321 ｼﾙ 4 西川 外国の地理・紀行

西川 シルクロード紀行　ＶＯＬ．５　緑豊かなり高原、牧場、祁連
山麓

3460035006038  321 ｼﾙ 5 西川 外国の地理・紀行

西川 シルクロード紀行　ＶＯＬ．６　塔爾寺 3460035006047  321 ｼﾙ 6 西川 外国の地理・紀行

西川 シルクロード紀行　ＶＯＬ．７　大自然の不思議 3460035006056  321 ｼﾙ 7 西川 外国の地理・紀行

西川 シルクロード紀行　ＶＯＬ．８　玄奘伝説の要衝へ 3460035006065  321 ｼﾙ 8 西川 外国の地理・紀行

西川 シルクロード紀行　ＶＯＬ．９　ここに歴史あり 3460035006074  321 ｼﾙ 9 西川 外国の地理・紀行

西川 シルクロード紀行　ＶＯＬ．１０　ウルムチから北庭故城へ 3460035006083  321 ｼﾙ 10 西川 外国の地理・紀行

西川 シルクロード紀行　ＶＯＬ．１１　ジュンガル盆地 3460035006092  321 ｼﾙ 11 西川 外国の地理・紀行

西川 シルクロード紀行　ＶＯＬ．１２　天山の明珠・天池 3460035006109  321 ｼﾙ 12 西川 外国の地理・紀行

西川 シルクロード紀行　ＶＯＬ．１３　北天山山脈を行く 3460035006118  321 ｼﾙ 13 西川 外国の地理・紀行

西川 シルクロード紀行　ＶＯＬ．１４　中国西部の旅～新疆　１ 3460035006127  321 ｼﾙ 14 西川 外国の地理・紀行

西川 シルクロード紀行　ＶＯＬ．１５　中国西部の旅～新疆　２ 3460035006136  321 ｼﾙ 15 西川 外国の地理・紀行

西川 シルクロード紀行　ＶＯＬ．１６　中国西部の旅～新疆　３ 3460035006145  321 ｼﾙ 16 西川 外国の地理・紀行

西川 シルクロード紀行　ＶＯＬ．１７　中国西部の旅～新疆　４ 3460035006154  321 ｼﾙ 17 西川 外国の地理・紀行

西川 シルクロード紀行　ＶＯＬ．１８　中国西部の旅～新疆　５ 3460035006163  321 ｼﾙ 18 西川 外国の地理・紀行

西川 シルクロード紀行　ＶＯＬ．１９　中国西部の旅～新疆　６ 3460035006172  321 ｼﾙ 19 西川 外国の地理・紀行

西川 シルクロード紀行　ＶＯＬ．２０　死の海を越えて 3460035006181  321 ｼﾙ 20 西川 外国の地理・紀行

西川 世界遺産フィルムアーカイブス 3460035002351  321 ｾｶ  西川 外国の地理・紀行

西川 世界遺産・夢の旅１００選　アジア篇 3460035006421  321 ｾｶ  西川 外国の地理・紀行

西川 世界遺産・夢の旅１００選　アフリカ・オセアニア篇 3460035006430  321 ｾｶ  西川 外国の地理・紀行

西川 世界遺産・夢の旅１００選　西部ヨーロッパ篇 3460035006403  321 ｾｶ  西川 外国の地理・紀行

西川 世界遺産・夢の旅１００選　東部ヨーロッパ篇 3460035006412  321 ｾｶ  西川 外国の地理・紀行

西川 世界遺産・夢の旅１００選　南北アメリカ篇 3460035006440  321 ｾｶ  西川 外国の地理・紀行

西川 世界七大秘境／世界の七つの未開地を探る 3460035007026  321 ｾｶ  西川 外国の地理・紀行

西川 世界の空撮 3460035002520  321 ｾｶ  西川 外国の地理・紀行

西川 世界の車窓から～世界一周鉄道の旅　１　ユーラシア大陸
１

3460035003994  321 ｾｶ 1 西川 外国の地理・紀行

西川 世界の車窓から～世界一周鉄道の旅　２　ユーラシア大陸
２

3460035004006  321 ｾｶ 2 西川 外国の地理・紀行

西川 世界の車窓から～世界一周鉄道の旅　３　ユーラシア大陸
３

3460035004015  321 ｾｶ 3 西川 外国の地理・紀行

西川 世界の車窓から～世界一周鉄道の旅　４　ユーラシア大陸
４

3460035004024  321 ｾｶ 4 西川 外国の地理・紀行

西川 世界の車窓から～世界一周鉄道の旅　５　ユーラシア大陸
５

3460035004033  321 ｾｶ 5 西川 外国の地理・紀行

西川 世界の車窓から～世界一周鉄道の旅　６　アフリカ大陸 3460035004042  321 ｾｶ 6 西川 外国の地理・紀行

西川 世界の車窓から～世界一周鉄道の旅　７　北アメリカ大陸 3460035004051  321 ｾｶ 7 西川 外国の地理・紀行

西川 世界の車窓から～世界一周鉄道の旅　８　中央アメリカ大
陸

3460035004060  321 ｾｶ 8 西川 外国の地理・紀行

西川 世界の車窓から～世界一周鉄道の旅　９　南アメリカ大陸 3460035004070  321 ｾｶ 9 西川 外国の地理・紀行
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西川 世界の車窓から～世界一周鉄道の旅　１０　オーストラリア

大陸
3460035004089  321 ｾｶ 10 西川 外国の地理・紀行

西川 セントヘレンズ火山／１９８０年大爆発の驚異 3460035007071  321 ｾﾝ  西川 外国の地理・紀行

西川 ルーブル訪問 シャルル・ネメス／監督 3460035000277  321 ﾙｰ  西川 外国の地理・紀行

西川 STOP　TO　THINK！ （財）警察協会／企画 警察庁／監修 1813105012512 D 000 ｽ  ☆ 社会科学
西川 ＮＥＴ　ＳＰＹ 警察協会／製作 警察庁　情報技術犯罪対

策課／監修
3460035008963 D 000 ﾈ  ☆ 社会科学

西川 ブックスタート　しあわせ広げる、愛情ことば。 ＮＰＯブックスタート 1813105011435 D 019 ﾌﾞ  ☆ 社会科学
西川 裁判員 最高裁判所／企画・制作 梶間 俊一／監督 3460035008480 D 320 ｻ  ☆ 社会科学
西川 プロジェクトＸ～挑戦者たち　第４期　第３巻 国井　雅比古／出演 膳場　貴子／出演 3460035000787  321 ﾌﾟﾛ 4-3 西川 社会科学
西川 プロジェクトＸ～挑戦者たち　第４期　第７巻 国井　雅比古／出演 膳場　貴子／出演 3460035000820  321 ﾌﾟﾛ 4-7 西川 社会科学
西川 わたしたちの日本国憲法　本編　１ 3460035006870  321 ﾜﾀ 1 西川 社会科学
西川 わたしたちの日本国憲法　本編　２ 3460035006889  321 ﾜﾀ 2 西川 社会科学
西川 わたしたちの日本国憲法　本編　３ 3460035006898  321 ﾜﾀ 3 西川 社会科学
西川 わたしたちの日本国憲法　本編　４ 3460035006904  321 ﾜﾀ 4 西川 社会科学
西川 わたしたちの日本国憲法　本編　５ 3460035006913  321 ﾜﾀ 5 西川 社会科学
西川 わたしたちの日本国憲法　資料編　６ 3460035006922  321 ﾜﾀ 6 西川 社会科学
西川 くらしの中の選挙 明るい選挙推進協会／作製 1813105011417 D 330 ｸ  ☆ 社会科学
西川 みんなともだち手話イチ・ニッ・サン～会話レッスン　１ 3460035004884  341 ﾐﾝ 1 西川 社会科学
西川 みんなともだち手話イチ・ニッ・サン～会話レッスン　２ 3460035004893  341 ﾐﾝ 2 西川 社会科学
西川 みんなともだち手話イチ・ニッ・サン～会話レッスン　３ 3460035004900  341 ﾐﾝ 3 西川 社会科学
西川 みんなともだち手話イチ・ニッ・サン～この手で歌おう　２ 3460035004928  341 ﾐﾝ 2 西川 社会科学
西川 みんなともだち手話イチ・ニッ・サン～この手で歌おう　４ 3460035004946  341 ﾐﾝ 4 西川 社会科学
西川 みんなともだち手話イチ・ニッ・サン～この手で歌おう　５ 3460035004955  341 ﾐﾝ 5 西川 社会科学
西川 みんなともだち手話イチ・ニッ・サン～この手で歌おう　６ 3460035004964  341 ﾐﾝ 6 西川 社会科学
西川 みんなともだち手話イチ・ニッ・サン～この手で歌おう　７ 3460035004973  341 ﾐﾝ 7 西川 社会科学
西川 みんなともだち手話イチ・ニッ・サン～この手で歌おう　８ 3460035004982  341 ﾐﾝ 8 西川 社会科学
西川 みんなともだち手話イチ・ニッ・サン～この手で歌おう　９ 3460035004991  341 ﾐﾝ 9 西川 社会科学
西川 火災から自分を守るためには 公益財団法人　日本防炎協会／企画 (株)放送映画製作所／制

作
1813105012423 D 360 ｶ  ☆ 社会科学

西川 次にあなたが騙される (財)警察協会／企画 テレビ朝日映像株式会社
／制作

1813105012728 D 360 ﾂ  ☆ 社会科学

西川 東松島市からのメッセージ　～震災を語り継ぎ未来を創造
するために～

東松島市 1813105011829 D 360 ﾋ  ☆ 社会科学

西川 薬物汚染を許さない！ (財)警察協会／企画 テレビ朝日映像株式会社
／制作

1813105012737 D 360 ﾔ  ☆ 社会科学

西川 CODA 聴力障害者情報文化センター／制作・
著作

澁谷　智子／監修 1813105011355 D 369 ｺ  ☆ 社会科学

西川 知っておこう！煙の怖さと避難のポイント！ 一般社団法人　日本照明工業会／企
画

工学博士　神　忠久／監
修

1813105012067 D 369 ｼ  ☆ 社会科学

西川 アフリカ／野生のセレンゲティ 3460035006996  321 ｱﾌ  西川 自然科学
西川 イエローストーン／世界最初の国立公園 3460035007090  321 ｲｴ  西川 自然科学
西川 アンソニー・ホプキンス　ｗｉｔｈ　ライオン マイク・フォックス／監督 アンソニー・ホプキンス／

出演
3460035004211  321 ｲﾝ  西川 自然科学
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西川 ウーピー・ゴールドバーグ　ｗｉｔｈ　動物の赤ちゃん マーク・チャップマン／監督 ウーピー・ゴールドバーグ

／出演
3460035004230  321 ｲﾝ  西川 自然科学

西川 ジュリア・ロバーツ　ｗｉｔｈ　オランウータン ナイジェル・コール／監督 ジュリア・ロバーツ／出演 3460035004196  321 ｲﾝ  西川 自然科学
西川 ジュリア・ロバーツ　ｗｉｔｈ　モンゴリアン・ホース ナイジェル・コール／監督 ジュリア・ロバーツ／出演 3460035004220  321 ｲﾝ  西川 自然科学
西川 メグ・ライアン　ｗｉｔｈ　エレファント ナイジェル・コール／監督 メグ・ライアン／出演 3460035004202  321 ｲﾝ  西川 自然科学
西川 ユアン・マクレガー　ｗｉｔｈ　白クマ ポリー・スティール／監督 ユアン・マクレガー／出演 3460035004249  321 ｲﾝ  西川 自然科学
西川 宇宙から見た地球 3460035002306  321 ｳﾁ  西川 自然科学
西川 宇宙を旅した日本人 3460035002450  321 ｳﾁ  西川 自然科学
西川 宇宙デジタル図鑑　Ｖｏｌ．１ 3460035000295  321 ｳﾁ 1 西川 自然科学
西川 宇宙デジタル図鑑　Ｖｏｌ．２ 3460035000301  321 ｳﾁ 2 西川 自然科学
西川 宇宙デジタル図鑑　Ｖｏｌ．３ 3460035000310  321 ｳﾁ 3 西川 自然科学
西川 宇宙デジタル図鑑　Ｖｏｌ．５ 3460035000339  321 ｳﾁ 5 西川 自然科学
西川 宇宙デジタル図鑑　Ｖｏｌ．６ 3460035000348  321 ｳﾁ 6 西川 自然科学
西川 宇宙デジタル図鑑　Ｖｏｌ．７ 3460035000357  321 ｳﾁ 7 西川 自然科学
西川 宇宙デジタル図鑑　Ｖｏｌ．８ 3460035000366  321 ｳﾁ 8 西川 自然科学
西川 宇宙デジタル図鑑　Ｖｏｌ．９ 3460035000375  321 ｳﾁ 9 西川 自然科学
西川 宇宙デジタル図鑑　Ｖｏｌ．１０ 3460035000384  321 ｳﾁ 10 西川 自然科学
西川 宇宙デジタル図鑑　Ｖｏｌ．１１ 3460035000393  321 ｳﾁ 11 西川 自然科学
西川 宇宙デジタル図鑑　Ｖｏｌ．１２ 3460035000400  321 ｳﾁ 12 西川 自然科学
西川 宇宙の世紀～アポロ・月への旅 3460035002469  321 ｳﾁ  西川 自然科学
西川 宇宙の世紀～惑星探査と宇宙ステーション 3460035002478  321 ｳﾁ  西川 自然科学
西川 ＮＨＫスペシャル未知への大紀行　第１集 3460035002182  321 ｴﾇ 1 西川 自然科学
西川 ＮＨＫスペシャル未知への大紀行　第２集 3460035002191  321 ｴﾇ 2 西川 自然科学
西川 ＮＨＫスペシャル未知への大紀行　第３集 3460035002208  321 ｴﾇ 3 西川 自然科学
西川 ＮＨＫスペシャル未知への大紀行　第４集 3460035002217  321 ｴﾇ 4 西川 自然科学
西川 ＮＨＫスペシャル未知への大紀行　第５集 3460035002235  321 ｴﾇ 5 西川 自然科学
西川 ＮＨＫスペシャル未知への大紀行　第６集 3460035002244  321 ｴﾇ 6 西川 自然科学
西川 ＮＨＫスペシャル未知への大紀行　第７集 3460035002253  321 ｴﾇ 7 西川 自然科学
西川 ＮＨＫスペシャル未知への大紀行　第８集 3460035002262  321 ｴﾇ 8 西川 自然科学
西川 ＮＨＫスペシャル未知への大紀行　第９集 3460035002271  321 ｴﾇ 9 西川 自然科学
西川 ＮＨＫスペシャル未知への大紀行／スペシャル特典ディス

ク　１
3460035002226  321 ｴﾇ 10 西川 自然科学

西川 ＮＨＫスペシャル未知への大紀行／スペシャル特典ディス
ク　２

3460035002280  321 ｴﾇ 11 西川 自然科学

西川 狼／ウルフ 3460035007017  321 ｵｵ  西川 自然科学
西川 クジラ／知られざる生態 3460035007008  321 ｸｼﾞ  西川 自然科学
西川 グランド・キャニオン 3460035006931  321 ｸﾞﾗ  西川 自然科学
西川 グレート・ノース／北極圏に生きる 3460035007106  321 ｸﾞﾚ  西川 自然科学
西川 グレート・バリア・リーフ 3460035006987  321 ｸﾞﾚ  西川 自然科学
西川 高山植物 3460035003985  321 ｺｳ  西川 自然科学
西川 シャーク～巨大ザメの恐怖／世界の人喰いザメを求めて 3460035007053  321 ｼﾔ  西川 自然科学
西川 イヌワシ風の砦 3460035005747 D 321 ﾃﾞｲ  西川 自然科学
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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 受取館 ジャンル請求記号
西川 トキよ舞いあがれ－巣立ちの記録－ 3460035005738 D 321 ﾃﾞｲ  西川 自然科学
西川 ニホンザル母の愛～モズの子育て日記 3460035005729 D 321 ﾃﾞｲ  西川 自然科学
西川 雪豹 3460035005700 D 321 ﾃﾞｲ  西川 自然科学
西川 天文ショー 3460035002511  321 ﾃﾝ  西川 自然科学
西川 ナイアガラ／奇跡と神話 3460035006940  321 ﾅｲ  西川 自然科学
西川 南極大陸／もうひとつの大自然 3460035007080  321 ﾅﾝ  西川 自然科学
西川 ２０世紀日本・大災害の記録　地震・噴火編 3460035000212  321 ﾆｼﾞ  西川 自然科学
西川 ２０世紀日本・大災害の記録　台風・異常気象編 3460035000221  321 ﾆｼﾞ  西川 自然科学
西川 日本の海水魚 3460035002398  321 ﾆﾂ  西川 自然科学
西川 日本の昆虫 3460035002389  321 ﾆﾂ  西川 自然科学
西川 日本の淡水魚 3460035002404  321 ﾆﾂ  西川 自然科学
西川 日本の野鳥 3460035002333  321 ﾆﾂ  西川 自然科学
西川 熱帯雨林 3460035006978  321 ﾈﾂ  西川 自然科学
西川 ハッブル宇宙望遠鏡 3460035002440  321 ﾊﾂ  西川 自然科学
西川 ハワイの神秘 3460035006969  321 ﾊﾜ  西川 自然科学
西川 プロジェクトＸ～挑戦者たち　第５期　第７巻 国井　雅比古／出演 膳場　貴子／出演 3460035000910  321 ﾌﾟﾛ 5-7 西川 自然科学
西川 プロジェクトＸ～挑戦者たち　第７期　第４巻 国井　雅比古／出演 膳場　貴子／出演 3460035001087  321 ﾌﾟﾛ 7-4 西川 自然科学
西川 プロジェクトＸ／挑戦者たち　第９期／旭山動物園ペンギン

翔ぶ
日本放送出版協会／企画・制作 ＮＨＫ／編集 3460035008711  321 ﾌﾟﾛ 9 ☆ 自然科学

西川 未来に残したい日本の自然１００選　１ 3460035004098  321 ﾐﾗ 1 西川 自然科学
西川 未来に残したい日本の自然１００選　２ 3460035004104  321 ﾐﾗ 2 西川 自然科学
西川 未来に残したい日本の自然１００選　３ 3460035004113  321 ﾐﾗ 3 西川 自然科学
西川 未来に残したい日本の自然１００選　４ 3460035004122  321 ﾐﾗ 4 西川 自然科学
西川 未来に残したい日本の自然１００選　５ 3460035004131  321 ﾐﾗ 5 西川 自然科学
西川 未来に残したい日本の自然１００選　６ 3460035004140  321 ﾐﾗ 6 西川 自然科学
西川 野性の宝庫／アラスカ 3460035006950  321 ﾔｾ  西川 自然科学
西川 偉人たちとの授業 日本理科教育支援センター／編 小森　栄治 1813105010035 D 375 ｲ  ☆ 自然科学
西川 活躍する放射線 原子力委員会　委員長／監修 1813105010044 D 375 ｶ  ☆ 自然科学
西川 わかりやすい気象現象と災害 一般財団法人　日本気象協会／企画 東北新社／制作 1813105012450 D 451 ﾜ  ☆ 自然科学
西川 世界初撮影！深海の超巨大イカ ＮＨＫエンタープライズ／企画・制作 1813105011598 D 460 ｴ  ☆ 自然科学
西川 激闘カブト×クワガタ／クワガタの逆襲 須田　真一／監修 須田　研司／協力 1813105012281 D 480 ｹﾞ  ☆ 自然科学
西川 謎の海底サメ王国 ＮＨＫエンタープライズ／企画・制作 1813105011589 D 487 ｴ  ☆ 自然科学
西川 「水俣病」時代の証人が語る 新潟県（県立環境と人間のふれあい

館）／企画
東京アプリケーションシス
テム株式会社／制作

1813105012826 D 094 ﾐ  ☆ 医学

西川 ＮＨＫスペシャル驚異の小宇宙人体　１ 小出　五郎／出演 タモリ／出演 3460035001185  321 ｴﾇ 1-1 西川 医学
西川 ＮＨＫスペシャル驚異の小宇宙人体　２ 小出　五郎／出演 タモリ／出演 3460035001194  321 ｴﾇ 1-2 西川 医学
西川 ＮＨＫスペシャル驚異の小宇宙人体　３ 小出　五郎／出演 タモリ／出演 3460035001200  321 ｴﾇ 1-3 西川 医学
西川 ＮＨＫスペシャル驚異の小宇宙人体　４ 小出　五郎／出演 タモリ／出演 3460035001210  321 ｴﾇ 1-4 西川 医学
西川 ＮＨＫスペシャル驚異の小宇宙人体　５ 小出　五郎／出演 タモリ／出演 3460035001229  321 ｴﾇ 1-5 西川 医学
西川 ＮＨＫスペシャル驚異の小宇宙人体　６ 小出　五郎／出演 タモリ／出演 3460035001238  321 ｴﾇ 1-6 西川 医学
西川 ＮＨＫスペシャル驚異の小宇宙人体　３－１　遺伝子 古屋　和雄／出演 3460035001247  321 ｴﾇ 3-1 西川 医学
西川 ＮＨＫスペシャル驚異の小宇宙人体　３－２　遺伝子 古屋　和雄／出演 3460035001256  321 ｴﾇ 3-2 西川 医学

12 / 28 ページ ☆…任意のAV資料取扱館



令和3年4月現在西川図書館DVD一覧 （全資料）

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 受取館 ジャンル請求記号
西川 ＮＨＫスペシャル驚異の小宇宙人体　３－３　遺伝子 古屋　和雄／出演 3460035001265  321 ｴﾇ 3-3 西川 医学
西川 ＮＨＫスペシャル驚異の小宇宙人体　３－４　遺伝子 古屋　和雄／出演 3460035001274  321 ｴﾇ 3-4 西川 医学
西川 ＮＨＫスペシャル驚異の小宇宙人体　３－５　遺伝子 古屋　和雄／出演 3460035001283  321 ｴﾇ 3-5 西川 医学
西川 ＮＨＫスペシャル驚異の小宇宙人体　３－６　遺伝子 古屋　和雄／出演 3460035001292  321 ｴﾇ 3-6 西川 医学
西川 プロジェクトＸ～挑戦者たち　第１期　第４巻 国井　雅比古／出演 久保　純子／出演 3460035000508  321 ﾌﾟﾛ 1-4 西川 医学
西川 プロジェクトＸ～挑戦者たち　第２期　第６巻 国井　雅比古／出演 久保　純子／出演 3460035000615  321 ﾌﾟﾛ 2-6 西川 医学
西川 プロジェクトＸ～挑戦者たち　第３期　第２巻 国井　雅比古／出演 久保　純子／出演 3460035000670  321 ﾌﾟﾛ 3-2 西川 医学
西川 プロジェクトＸ～挑戦者たち　第４期　第１巻 国井　雅比古／出演 膳場　貴子／出演 3460035000769  321 ﾌﾟﾛ 4-1 西川 医学
西川 プロジェクトＸ～挑戦者たち　第４期　第８巻 国井　雅比古／出演 膳場　貴子／出演 3460035000830  321 ﾌﾟﾛ 4-8 西川 医学
西川 プロジェクトＸ～挑戦者たち　第５期　第９巻 国井　雅比古／出演 膳場　貴子／出演 3460035000938  321 ﾌﾟﾛ 5-9 西川 医学
西川 プロジェクトＸ～挑戦者たち　第７期　第２巻 国井　雅比古／出演 膳場　貴子／出演 3460035001069  321 ﾌﾟﾛ 7-2 西川 医学
西川 プロジェクトＸ／挑戦者たち　第９期／地下鉄サリン救急医

療チーム最後…
日本放送出版協会／企画・制作 ＮＨＫ／編集 3460035008669  321 ﾌﾟﾛ 9 ☆ 医学

西川 地球白書　Ｖｏｌ．１ 3460035000240  321 ﾁｷ 1 西川 技術・工学
西川 地球白書　Ｖｏｌ．２ 3460035000259  321 ﾁｷ 2 西川 技術・工学
西川 地球白書　Ｖｏｌ．３ 3460035000268  321 ﾁｷ 3 西川 技術・工学
西川 プロジェクトＸ～挑戦者たち　第２期　第２巻 国井　雅比古／出演 久保　純子／出演 3460035000571  321 ﾌﾟﾛ 2-2 西川 技術・工学
西川 プロジェクトＸ～挑戦者たち　第５期　第１巻 国井　雅比古／出演 膳場　貴子／出演 3460035000858  321 ﾌﾟﾛ 5-1 西川 技術・工学
西川 プロジェクトＸ～挑戦者たち　第５期　第２巻 国井　雅比古／出演 膳場　貴子／出演 3460035000867  321 ﾌﾟﾛ 5-2 西川 技術・工学
西川 プロジェクトＸ～挑戦者たち　第５期　第６巻 国井　雅比古／出演 膳場　貴子／出演 3460035000900  321 ﾌﾟﾛ 5-6 西川 技術・工学
西川 プロジェクトＸ～挑戦者たち　第５期　第８巻 国井　雅比古／出演 膳場　貴子／出演 3460035000929  321 ﾌﾟﾛ 5-8 西川 技術・工学
西川 プロジェクトＸ～挑戦者たち　第５期　第１０巻 国井　雅比古／出演 膳場　貴子／出演 3460035000947  321 ﾌﾟﾛ 5-10 西川 技術・工学
西川 プロジェクトＸ～挑戦者たち　第６期　第１巻 国井　雅比古／出演 膳場　貴子／出演 3460035000956  321 ﾌﾟﾛ 6-1 西川 技術・工学
西川 プロジェクトＸ～挑戦者たち　第６期　第３巻 国井　雅比古／出演 膳場　貴子／出演 3460035000974  321 ﾌﾟﾛ 6-3 西川 技術・工学
西川 プロジェクトＸ～挑戦者たち　第６期　第６巻 国井　雅比古／出演 膳場　貴子／出演 3460035001004  321 ﾌﾟﾛ 6-6 西川 技術・工学
西川 プロジェクトＸ～挑戦者たち　第６期　第９巻 国井　雅比古／出演 膳場　貴子／出演 3460035001031  321 ﾌﾟﾛ 6-9 西川 技術・工学
西川 プロジェクトＸ～挑戦者たち　第７期　第１巻 国井　雅比古／出演 膳場　貴子／出演 3460035001050  321 ﾌﾟﾛ 7-1 西川 技術・工学
西川 プロジェクトＸ～挑戦者たち　第７期　第５巻 国井　雅比古／出演 膳場　貴子／出演 3460035001096  321 ﾌﾟﾛ 7-5 西川 技術・工学
西川 プロジェクトＸ～挑戦者たち　第７期　第６巻 国井　雅比古／出演 膳場　貴子／出演 3460035001102  321 ﾌﾟﾛ 7-6 西川 技術・工学
西川 プロジェクトＸ～挑戦者たち　第７期　第８巻 国井　雅比古／出演 膳場　貴子／出演 3460035001120  321 ﾌﾟﾛ 7-8 西川 技術・工学
西川 プロジェクトＸ～挑戦者たち　第７期　第９巻 国井　雅比古／出演 膳場　貴子／出演 3460035001130  321 ﾌﾟﾛ 7-9 西川 技術・工学
西川 プロジェクトＸ／挑戦者たち　第８期〔１〕／食洗機１００万台

への死闘
日本放送出版協会／企画・制作 ＮＨＫ／編集 3460035008524  321 ﾌﾟﾛ 8-1 ☆ 技術・工学

西川 プロジェクトＸ／挑戦者たち　第８期〔４〕／われら茨の道を
行く～国産乗用車攻防戦～

日本放送出版協会／企画・制作 ＮＨＫ／編集 3460035008551 D 321 ﾌﾟﾛ 8-4 ☆ 技術・工学

西川 プロジェクトＸ／挑戦者たち　第８期〔５〕／１００万座席への
苦闘～みどりの窓口・世界初鉄道システム～

日本放送出版協会／企画・制作 ＮＨＫ／編集 3460035008560 D 321 ﾌﾟﾛ 8-5 ☆ 技術・工学

西川 プロジェクトＸ／挑戦者たち　第８期〔６〕／不屈の町工場走
れ魂のバイク

日本放送出版協会／企画・制作 ＮＨＫ／編集 3460035008570  321 ﾌﾟﾛ 8-6 ☆ 技術・工学

西川 プロジェクトＸ／挑戦者たち　第８期〔７〕／毛利飛行士衝撃
の危機脱出

日本放送出版協会／企画・制作 ＮＨＫ／編集 3460035008589  321 ﾌﾟﾛ 8-7 ☆ 技術・工学

西川 プロジェクトＸ／挑戦者たち　第８期〔８〕／ロータリー４７士
の闘い

日本放送出版協会／企画・制作 ＮＨＫ／編集 3460035008598  321 ﾌﾟﾛ 8-8 ☆ 技術・工学
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西川 プロジェクトＸ／挑戦者たち　第８期〔９〕／新羽田空港底な

し沼に建設せよ
日本放送出版協会／企画・制作 ＮＨＫ／編集 3460035008604 D 321 ﾌﾟﾛ 8-9 ☆ 技術・工学

西川 プロジェクトＸ／挑戦者たち　第８期〔１０〕／ラストファイト名
車よ永遠なれ

日本放送出版協会／企画・制作 ＮＨＫ／編集 3460035008613 D 321 ﾌﾟﾛ 8-10 ☆ 技術・工学

西川 プロジェクトＸ／挑戦者たち　第９期／首都高速東京五輪
への空中作戦

日本放送出版協会／企画・制作 ＮＨＫ／編集 3460035008678 D 321 ﾌﾟﾛ 9 ☆ 技術・工学

西川 プロジェクトＸ／挑戦者たち　第９期／瞬間凍結　時間よ止
まれ

日本放送出版協会／企画・制作 ＮＨＫ／編集 3460035008631  321 ﾌﾟﾛ 9 ☆ 技術・工学

西川 プロジェクトＸ／挑戦者たち　第９期／シリーズ黒四ダム 日本放送出版協会／企画・制作 ＮＨＫ／編集 3460035008702  321 ﾌﾟﾛ 9 ☆ 技術・工学
西川 プロジェクトＸ／挑戦者たち　第９期／名古屋城再建金の

シャチホコに託す
日本放送出版協会／企画・制作 ＮＨＫ／編集 3460035008687  321 ﾌﾟﾛ 9 ☆ 技術・工学

西川 ヴェルサイユ訪問 ジェラール・コルビオ／監督 3460035000286  321 ﾍﾞﾙ  西川 技術・工学
西川 地球温暖化防止スペシャルスクール チーム・マイナス６％(環境省)／主催 東京大学サステイナビリ

ティ学連携研究機構／共
催

3460035008954 D 450 ﾁ  ☆ 技術・工学

西川 近藤典子アイデア収納塾　第１巻 近藤　典子／出演 3460035005255  241 ｺﾝ 1 西川 くらし
西川 近藤典子アイデア収納塾　第２巻 近藤　典子／出演 3460035005264  241 ｺﾝ 2 西川 くらし
西川 近藤典子アイデア収納塾　第３巻 近藤　典子／出演 3460035005273  241 ｺﾝ 3 西川 くらし
西川 プロジェクトＸ～挑戦者たち　第２期　第１巻 国井　雅比古／出演 久保　純子／出演 3460035000562  321 ﾌﾟﾛ 2-1 西川 くらし
西川 プロジェクトＸ～挑戦者たち　第６期　第１０巻 国井　雅比古／出演 膳場　貴子／出演 3460035001040  321 ﾌﾟﾛ 6-10 西川 くらし
西川 ＮＨＫきょうの健康／うつ病　あなたに合った治療法 ＮＨＫエデュケーショナル／企画 1813000000347 D 490 ｷ  ☆ くらし
西川 ＮＨＫきょうの健康／運動で健康　楽しみながら若さを保

つ！
ＮＨＫエデュケーショナル／企画 1813000000329 D 490 ｷ  ☆ くらし

西川 ＮＨＫきょうの健康／認知症　あなたはまだよく知らない ＮＨＫエデュケーショナル／企画 1813000000338 D 490 ｷ  ☆ くらし
西川 ＮＨＫきょうの健康／実は危険！気になる目の病気 ＮＨＫエデュケーショナル／企画 1813000000454 D 490 ｷ  ☆ くらし
西川 ＮＨＫきょうの健康／早めにチェック！腰痛を徹底改善 ＮＨＫエデュケーショナル／企画 1813000000365 D 490 ｷ  ☆ くらし
西川 高齢者のレクリエーション 米永　まち子／監修 1813105012361 D 781 ｺ  ☆ くらし
西川 プロジェクトＸ～挑戦者たち　第１期　第１巻 国井　雅比古／出演 久保　純子／出演 3460035000473  321 ﾌﾟﾛ 1-1 西川 産業
西川 プロジェクトＸ～挑戦者たち　第１期　第２巻 国井　雅比古／出演 久保　純子／出演 3460035000482  321 ﾌﾟﾛ 1-2 西川 産業
西川 プロジェクトＸ～挑戦者たち　第１期　第３巻 国井　雅比古／出演 久保　純子／出演 3460035000491  321 ﾌﾟﾛ 1-3 西川 産業
西川 プロジェクトＸ～挑戦者たち　第１期　第５巻 国井　雅比古／出演 久保　純子／出演 3460035000517  321 ﾌﾟﾛ 1-5 西川 産業
西川 プロジェクトＸ～挑戦者たち　第１期　第６巻 国井　雅比古／出演 久保　純子／出演 3460035000526  321 ﾌﾟﾛ 1-6 西川 産業
西川 プロジェクトＸ～挑戦者たち　第１期　第７巻 国井　雅比古／出演 久保　純子／出演 3460035000535  321 ﾌﾟﾛ 1-7 西川 産業
西川 プロジェクトＸ～挑戦者たち　第１期　第８巻 国井　雅比古／出演 久保　純子／出演 3460035000544  321 ﾌﾟﾛ 1-8 西川 産業
西川 プロジェクトＸ～挑戦者たち　第１期　第９巻 国井　雅比古／出演 久保　純子／出演 3460035000553  321 ﾌﾟﾛ 1-9 西川 産業
西川 プロジェクトＸ～挑戦者たち　第２期　第４巻 国井　雅比古／出演 久保　純子／出演 3460035000590  321 ﾌﾟﾛ 2-4 西川 産業
西川 プロジェクトＸ～挑戦者たち　第２期　第５巻 国井　雅比古／出演 久保　純子／出演 3460035000606  321 ﾌﾟﾛ 2-5 西川 産業
西川 プロジェクトＸ～挑戦者たち　第２期　第９巻 国井　雅比古／出演 久保　純子／出演 3460035000642  321 ﾌﾟﾛ 2-9 西川 産業
西川 プロジェクトＸ～挑戦者たち　第２期　第１０巻 国井　雅比古／出演 久保　純子／出演 3460035000651  321 ﾌﾟﾛ 2-10 西川 産業
西川 プロジェクトＸ～挑戦者たち　第３期　第１巻 国井　雅比古／出演 久保　純子／出演 3460035000660  321 ﾌﾟﾛ 3-1 西川 産業
西川 プロジェクトＸ～挑戦者たち　第３期　第３巻 国井　雅比古／出演 久保　純子／出演 3460035000689  321 ﾌﾟﾛ 3-3 西川 産業
西川 プロジェクトＸ～挑戦者たち　第３期　第４巻 国井　雅比古／出演 久保　純子／出演 3460035000698  321 ﾌﾟﾛ 3-4 西川 産業
西川 プロジェクトＸ～挑戦者たち　第３期　第５巻 国井　雅比古／出演 久保　純子／出演 3460035000704  321 ﾌﾟﾛ 3-5 西川 産業
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西川 プロジェクトＸ～挑戦者たち　第３期　第６巻 国井　雅比古／出演 久保　純子／出演 3460035000713  321 ﾌﾟﾛ 3-6 西川 産業
西川 プロジェクトＸ～挑戦者たち　第３期　第７巻 国井　雅比古／出演 久保　純子／出演 3460035000722  321 ﾌﾟﾛ 3-7 西川 産業
西川 プロジェクトＸ～挑戦者たち　第３期　第８巻 国井　雅比古／出演 久保　純子／出演 3460035000731  321 ﾌﾟﾛ 3-8 西川 産業
西川 プロジェクトＸ～挑戦者たち　第３期　第９巻 国井　雅比古／出演 久保　純子／出演 3460035000740  321 ﾌﾟﾛ 3-9 西川 産業
西川 プロジェクトＸ～挑戦者たち　第３期　第１０巻 国井　雅比古／出演 久保　純子／出演 3460035000750  321 ﾌﾟﾛ 3-10 西川 産業
西川 プロジェクトＸ～挑戦者たち　第４期　第２巻 国井　雅比古／出演 膳場　貴子／出演 3460035000778  321 ﾌﾟﾛ 4-2 西川 産業
西川 プロジェクトＸ～挑戦者たち　第４期　第４巻 国井　雅比古／出演 膳場　貴子／出演 3460035000796  321 ﾌﾟﾛ 4-4 西川 産業
西川 プロジェクトＸ～挑戦者たち　第４期　第６巻 国井　雅比古／出演 膳場　貴子／出演 3460035000811  321 ﾌﾟﾛ 4-6 西川 産業
西川 プロジェクトＸ～挑戦者たち　第５期　第５巻 国井　雅比古／出演 膳場　貴子／出演 3460035000894  321 ﾌﾟﾛ 5-5 西川 産業
西川 プロジェクトＸ～挑戦者たち　第６期　第２巻 国井　雅比古／出演 膳場　貴子／出演 3460035000965  321 ﾌﾟﾛ 6-2 西川 産業
西川 プロジェクトＸ～挑戦者たち　第６期　第５巻 国井　雅比古／出演 久保　純子／出演 3460035000992  321 ﾌﾟﾛ 6-5 西川 産業
西川 プロジェクトＸ～挑戦者たち　第６期　第８巻 国井　雅比古／出演 膳場　貴子／出演 3460035001022  321 ﾌﾟﾛ 6-8 西川 産業
西川 プロジェクトＸ～挑戦者たち　第７期　第３巻 国井　雅比古／出演 膳場　貴子／出演 3460035001078  321 ﾌﾟﾛ 7-3 西川 産業
西川 プロジェクトＸ～挑戦者たち　第７期　第１０巻 国井　雅比古／出演 膳場　貴子／出演 3460035001149  321 ﾌﾟﾛ 7-10 西川 産業
西川 プロジェクトＸ／挑戦者たち　第８期〔２〕／大阪万博史上最

大の警備作戦
日本放送出版協会／企画・制作 ＮＨＫ／編集 3460035008533  321 ﾌﾟﾛ 8-2 ☆ 産業

西川 プロジェクトＸ／挑戦者たち　第８期〔３〕／湯布院癒やしの
里の百年戦争

日本放送出版協会／企画・制作 ＮＨＫ／編集 3460035008542  321 ﾌﾟﾛ 8-3 ☆ 産業

西川 プロジェクトＸ／挑戦者たち　第９期／海のダイヤ世界初ク
ロマグロ完全…

日本放送出版協会／企画・制作 ＮＨＫ／編集 3460035008696  321 ﾌﾟﾛ 9 ☆ 産業

西川 プロジェクトＸ／挑戦者たち　第９期／衝撃のケネディ暗殺
日米衛星中継

日本放送出版協会／企画・制作 ＮＨＫ／編集 3460035008640  321 ﾌﾟﾛ 9 ☆ 産業

西川 プロジェクトＸ／挑戦者たち　第９期／鉄道分断突貫作戦
奇跡の７４日間

日本放送出版協会／企画・制作 ＮＨＫ／編集 3460035008650 D 321 ﾌﾟﾛ 9 ☆ 産業

西川 犬、大好き 3460035002315  342 ｲﾇ  西川 産業
西川 猫、大好き 3460035002324  342 ﾈｺ  西川 産業
西川 地デジ笑百科 NHK大阪放送局／制作・著作 1813105010222 D 547 ﾁ  ☆ 産業
西川 直売所名人が教える野菜づくりのコツと裏ワザ 第１巻 農山漁村文化協会／企画・制作 1813105012049 D 620 ﾔ 1 ☆ 産業
西川 直売所名人が教える野菜づくりのコツと裏ワザ 第２巻 農山漁村文化協会／企画・制作 1813105012058 D 620 ﾔ 2 ☆ 産業
西川 くろがねの馬／蒸気機関車 竹島　紀元／演出 日本国有鉄道／協力 1813105010607 D 680 ｸ  ☆ 産業
西川 日本の巨匠　第１巻 3460035007563  321 ﾆﾂ 1 西川 美術・工芸
西川 日本の巨匠　第２巻 3460035007572  321 ﾆﾂ 2 西川 美術・工芸
西川 日本の巨匠　第３巻 3460035007581  321 ﾆﾂ 3 西川 美術・工芸
西川 日本の巨匠　第４巻 3460035007590  321 ﾆﾂ 4 西川 美術・工芸
西川 日本の巨匠　第５巻 3460035007607  321 ﾆﾂ 5 西川 美術・工芸
西川 日本の巨匠　第６巻 3460035007616  321 ﾆﾂ 6 西川 美術・工芸
西川 日本の巨匠　第７巻 3460035007625  321 ﾆﾂ 7 西川 美術・工芸
西川 日本の巨匠　第８巻 3460035007634  321 ﾆﾂ 8 西川 美術・工芸
西川 日本の巨匠　第９巻 3460035007643  321 ﾆﾂ 9 西川 美術・工芸
西川 日本の巨匠　第１０巻 3460035007652  321 ﾆﾂ 10 西川 美術・工芸
西川 日本の巨匠　第１１巻 3460035007661  321 ﾆﾂ 11 西川 美術・工芸
西川 日本の巨匠　第１２巻 3460035007670  321 ﾆﾂ 12 西川 美術・工芸
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西川 日本の巨匠　第１３巻 3460035007680  321 ﾆﾂ 13 西川 美術・工芸
西川 日本の巨匠　第１４巻 3460035007699  321 ﾆﾂ 14 西川 美術・工芸
西川 日本の巨匠　第１５巻 3460035007705  321 ﾆﾂ 15 西川 美術・工芸
西川 日本の巨匠　第１６巻 3460035007714  321 ﾆﾂ 16 西川 美術・工芸
西川 日本の巨匠　第１７巻 3460035007723  321 ﾆﾂ 17 西川 美術・工芸
西川 日本の巨匠　第１８巻 3460035007732  321 ﾆﾂ 18 西川 美術・工芸
西川 日本の巨匠　第１９巻 3460035007741  321 ﾆﾂ 19 西川 美術・工芸
西川 日本の巨匠　第２０巻 3460035007750  321 ﾆﾂ 20 西川 美術・工芸
西川 日本の巨匠　第２１巻 3460035007760  321 ﾆﾂ 21 西川 美術・工芸
西川 日本の巨匠　第２２巻 3460035007779  321 ﾆﾂ 22 西川 美術・工芸
西川 日本の巨匠　第２３巻 3460035007788  321 ﾆﾂ 23 西川 美術・工芸
西川 日本の巨匠　第２４巻 3460035007797  321 ﾆﾂ 24 西川 美術・工芸
西川 日本の巨匠　第２５巻 3460035007803  321 ﾆﾂ 25 西川 美術・工芸
西川 日本の巨匠　第２６巻 3460035007812  321 ﾆﾂ 26 西川 美術・工芸
西川 日本の巨匠　第２７巻 3460035007821  321 ﾆﾂ 27 西川 美術・工芸
西川 日本の巨匠　第２８巻 3460035007830  321 ﾆﾂ 28 西川 美術・工芸
西川 日本の巨匠　第２９巻 3460035007840  321 ﾆﾂ 29 西川 美術・工芸
西川 日本の巨匠　第３０巻 3460035007859  321 ﾆﾂ 30 西川 美術・工芸
西川 日本の巨匠　第３１巻 3460035007868  321 ﾆﾂ 31 西川 美術・工芸
西川 日本の巨匠　第３２巻 3460035007877  321 ﾆﾂ 32 西川 美術・工芸
西川 日本の巨匠　第３３巻 3460035007886  321 ﾆﾂ 33 西川 美術・工芸
西川 日本の巨匠　第３４巻 3460035007895  321 ﾆﾂ 34 西川 美術・工芸
西川 日本の巨匠　第３５巻 3460035007901  321 ﾆﾂ 35 西川 美術・工芸
西川 日本の巨匠　第３６巻 3460035007910  321 ﾆﾂ 36 西川 美術・工芸
西川 日本の巨匠　第３７巻 3460035007920  321 ﾆﾂ 37 西川 美術・工芸
西川 日本の巨匠　第３８巻 3460035007939  321 ﾆﾂ 38 西川 美術・工芸
西川 日本の巨匠　第３９巻 3460035007948  321 ﾆﾂ 39 西川 美術・工芸
西川 日本の巨匠　第４０巻 3460035007957  321 ﾆﾂ 40 西川 美術・工芸
西川 日本の巨匠　第４１巻 3460035007966  321 ﾆﾂ 41 西川 美術・工芸
西川 日本の巨匠　第４２巻 3460035007975  321 ﾆﾂ 42 西川 美術・工芸
西川 日本の巨匠　第４３巻 3460035007984  321 ﾆﾂ 43 西川 美術・工芸
西川 日本の巨匠　第４４巻 3460035007993  321 ﾆﾂ 44 西川 美術・工芸
西川 日本の巨匠　第４５巻 3460035008005  321 ﾆﾂ 45 西川 美術・工芸
西川 日本の巨匠　第４６巻 3460035008014  321 ﾆﾂ 46 西川 美術・工芸
西川 日本の巨匠　第４７巻 3460035008023  321 ﾆﾂ 47 西川 美術・工芸
西川 日本の巨匠　第４８巻 3460035008032  321 ﾆﾂ 48 西川 美術・工芸
西川 日本の巨匠　第４９巻 3460035008041  321 ﾆﾂ 49 西川 美術・工芸
西川 日本の巨匠　第５０巻 3460035008050  321 ﾆﾂ 50 西川 美術・工芸
西川 書道テレビ　１／漢字かな交じりの書・青木香流 1813000000033 D 728 ｼ 1 ☆ 美術・工芸
西川 書道テレビ　３／筆を変えると作品も変わる？ 1813000000024 D 728 ｼ 3 ☆ 美術・工芸
西川 フランク・シナトラ・スペシャル フランク・シナトラ／歌手 3460035003564  133 ﾌﾗ  西川 音楽・舞踊
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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 受取館 ジャンル請求記号
西川 マエストロ、マエストロ・カラヤン　完全版 パトリシア・プラットナー／監督 ヘルベルト・フォン・カラヤ

ン／出演
3460035003475  141 ﾏｴ  西川 音楽・舞踊

西川 うたって覚えよう！　九九のうた、県庁所在地 1813000000042 D 370 ｳ  ☆ 音楽・舞踊
西川 懐かしの童謡・唱歌／春夏秋冬編 1813000000445 D 760 ﾅ  ☆ 音楽・舞踊
西川 懐かしの童謡・唱歌／わらべうた編 1813000000436 D 760 ﾅ  ☆ 音楽・舞踊
西川 くるみ割り人形　全2幕　英国ロイヤル・バレエ団 ピーター・ライト／振付 アンソニー・ダウエル／出

演
1813105010053 D 765 ｸ  ☆ 音楽・舞踊

西川 モーツァルト：歌劇《フィガロの結婚》フィレンツェ歌劇場２０
０３年

ズービン・メータ／指揮 フィレンツェ５月音楽祭管
弦楽団，合唱団／演奏

1813105011613 D 765 ﾓ  ☆ 音楽・舞踊

西川 モーツァルト：歌劇《魔笛》英国ロイヤル・オペラ２００３ サー・コリン・デイヴィス／指揮 コヴェント・ガーデン王立歌
劇場管弦楽団／演奏

1813105011604 D 765 ﾓ  ☆ 音楽・舞踊

西川 古典落語名作選　其の１ オムニバス／演者 3460035001701  342 ｺﾃ 1 西川 演劇・演芸
西川 古典落語名作選　其の３ オムニバス／演者 3460035001720  342 ｺﾃ 3 西川 演劇・演芸
西川 古典落語名作選　其の５ オムニバス／演者 3460035001748  342 ｺﾃ 5 西川 演劇・演芸
西川 爆笑やすしきよし漫才大全集　１ 横山　やすし／演者 西川　きよし／演者 3460035005077  342 ﾊﾞｸ 1 西川 演劇・演芸
西川 爆笑やすしきよし漫才大全集　２ 横山　やすし／演者 西川　きよし／演者 3460035005086  342 ﾊﾞｸ 2 西川 演劇・演芸
西川 爆笑やすしきよし漫才大全集　３ 横山　やすし／演者 西川　きよし／演者 3460035005095  342 ﾊﾞｸ 3 西川 演劇・演芸
西川 爆笑やすしきよし漫才大全集　４ 横山　やすし／演者 西川　きよし／演者 3460035005101  342 ﾊﾞｸ 4 西川 演劇・演芸
西川 爆笑やすしきよし漫才大全集　５ 横山　やすし／演者 西川　きよし／演者 3460035005110  342 ﾊﾞｸ 5 西川 演劇・演芸
西川 爆笑やすしきよし漫才大全集　６ 横山　やすし／演者 西川　きよし／演者 3460035005120  342 ﾊﾞｸ 6 西川 演劇・演芸
西川 爆笑やすしきよし漫才大全集　７ 横山　やすし／演者 西川　きよし／演者 3460035005139  342 ﾊﾞｸ 7 西川 演劇・演芸
西川 爆笑やすしきよし漫才大全集　８ 横山　やすし／演者 西川　きよし／演者 3460035005148  342 ﾊﾞｸ 8 西川 演劇・演芸
西川 爆笑やすしきよし漫才大全集　９ 横山　やすし／演者 西川　きよし／演者 3460035005157  342 ﾊﾞｸ 9 西川 演劇・演芸
西川 爆笑やすしきよし漫才大全集　１０ 横山　やすし／演者 西川　きよし／演者 3460035005166  342 ﾊﾞｸ 10 西川 演劇・演芸
西川 はじめよう！ハワイアンフラ／ハワイアンフラ入門編 小川　美穂子／監修 1813105012011 D 799 ﾊ  ☆ 諸芸,娯楽
西川 アテネオリンピック／サッカー日本代表激闘の軌跡 3460035007474  311 ｱﾃ  西川 スポーツ
西川 アテネオリンピック／野球日本代表銅メダルへの軌跡 3460035007483  311 ｱﾃ  西川 スポーツ
西川 アテネオリンピック／総集編 3460035007492  311 ｱﾃ  西川 スポーツ
西川 アテネオリンピック／サッカー競技総集編 3460035007509  311 ｱﾃ  西川 スポーツ
西川 アテネオリンピック／日本代表選手活躍の軌跡　Ｖｏｌ．１ 3460035007518  311 ｱﾃ 1 西川 スポーツ
西川 アテネオリンピック／日本代表選手活躍の軌跡　Ｖｏｌ．２ 3460035007527  311 ｱﾃ 2 西川 スポーツ
西川 アテネオリンピック／日本代表選手活躍の軌跡　Ｖｏｌ．３ 3460035007536  311 ｱﾃ 3 西川 スポーツ
西川 大相撲大全集～昭和の名力士～　１ 3460035001523  311 ｵｵ 1 西川 スポーツ
西川 大相撲大全集～昭和の名力士～　２ 3460035001532  311 ｵｵ 2 西川 スポーツ
西川 大相撲大全集～昭和の名力士～　３ 3460035001541  311 ｵｵ 3 西川 スポーツ
西川 大相撲大全集～昭和の名力士～　４ 3460035001550  311 ｵｵ 4 西川 スポーツ
西川 大相撲大全集～昭和の名力士～　５ 3460035001560  311 ｵｵ 5 西川 スポーツ
西川 大相撲大全集～昭和の名力士～　６ 3460035001579  311 ｵｵ 6 西川 スポーツ
西川 大相撲大全集～昭和の名力士～　７ 3460035001588  311 ｵｵ 7 西川 スポーツ
西川 大相撲大全集～昭和の名力士～　８ 3460035001597  311 ｵｵ 8 西川 スポーツ
西川 大相撲大全集～昭和の名力士～　９ 3460035001603  311 ｵｵ 9 西川 スポーツ
西川 大相撲大全集～昭和の名力士～　１０ 3460035001612  311 ｵｵ 10 西川 スポーツ
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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 受取館 ジャンル請求記号
西川 大相撲大全集～平成の名力士～　１ 3460035001621  311 ｵｵ 1 西川 スポーツ
西川 大相撲大全集～平成の名力士～　２ 3460035001630  311 ｵｵ 2 西川 スポーツ
西川 大相撲大全集～平成の名力士～　３ 3460035001640  311 ｵｵ 3 西川 スポーツ
西川 大相撲大全集～平成の名力士～　４ 3460035001659  311 ｵｵ 4 西川 スポーツ
西川 大相撲大全集～平成の名力士～　５ 3460035001668  311 ｵｵ 5 西川 スポーツ
西川 スーパーテクニック　戦術編 3460035004310  311 ﾌｲ  西川 スポーツ
西川 スーパーテクニック　テクニック編 3460035004329  311 ﾌｲ  西川 スポーツ
西川 スーパーテクニック　ポジション編 3460035004338  311 ﾌｲ  西川 スポーツ
西川 総集編 3460035004300  311 ﾌｲ  西川 スポーツ
西川 チュニジアＶＳ日本　ノーカット完全収録版 3460035004276  311 ﾌｲ  西川 スポーツ
西川 ドイツＶＳ韓国　ノーカット完全収録版 3460035008112  311 ﾌｲ  西川 スポーツ
西川 ドイツＶＳブラジル　ノーカット完全収録版 3460035008103  311 ﾌｲ  西川 スポーツ
西川 日本代表全軌跡 3460035004285  311 ﾌｲ  西川 スポーツ
西川 日本ＶＳトルコ　ノーカット完全収録版 3460035004294  311 ﾌｲ  西川 スポーツ
西川 日本ＶＳベルギー　ノーカット完全収録版 3460035004258  311 ﾌｲ  西川 スポーツ
西川 日本ＶＳロシア　ノーカット完全収録版 3460035004267  311 ﾌｲ  西川 スポーツ
西川 ブラジルＶＳトルコ　ノーカット完全収録版 3460035008121  311 ﾌｲ  西川 スポーツ
西川 プロジェクトＸ～挑戦者たち　第２期　第３巻 国井　雅比古／出演 久保　純子／出演 3460035000580  321 ﾌﾟﾛ 2-3 西川 スポーツ
西川 プロジェクトＸ～挑戦者たち　第５期　第３巻 国井　雅比古／出演 膳場　貴子／出演 3460035000876  321 ﾌﾟﾛ 5-3 西川 スポーツ
西川 プロジェクトＸ～挑戦者たち　第５期　第４巻 国井　雅比古／出演 膳場　貴子／出演 3460035000885  321 ﾌﾟﾛ 5-4 西川 スポーツ
西川 プロジェクトＸ～挑戦者たち　第６期　第４巻 国井　雅比古／出演 膳場　貴子／出演 3460035000983  321 ﾌﾟﾛ 6-4 西川 スポーツ
西川 プロジェクトＸ～挑戦者たち　第７期　第７巻 国井　雅比古／出演 膳場　貴子／出演 3460035001111  321 ﾌﾟﾛ 7-7 西川 スポーツ
西川 ＮＨＫテレビ体操／座ってもできる立ってもできるラジオ体

操
ＮＨＫグローバルメディアサービス／企
画・制作

長野　信一／指導 1813105012343 D 781 ｴ  ☆ スポーツ

西川 背伸ばし体操 1813000000089 D 781 ｾ  ☆ スポーツ
西川 ＹОＧＡ１００ 1813105012290 D 781 ﾖ  ☆ スポーツ
西川 伊豆の踊子 西河　克己／監督 吉永　小百合／主演 3460035008293  211 ｲｽﾞ  西川 邦画（ア行）
西川 おしん　３　試練編　東京・佐賀　２　完全版 田中　裕子／主演 並樹　史朗／共演 3460035001855  241 ｵｼ 3-2 西川 邦画（ア行）
西川 おしん　３　試練編　東京・佐賀　４　完全版 田中　裕子／主演 並樹　史朗／共演 3460035001873  241 ｵｼ 3-4 西川 邦画（ア行）
西川 おしん　３　試練編　東京・佐賀　５　完全版 田中　裕子／主演 並樹　史朗／共演 3460035001882  241 ｵｼ 3-5 西川 邦画（ア行）
西川 おしん　４　自立編　流浪そして伊勢へ　１　完全版 田中　裕子／主演 並樹　史朗／共演 3460035001891  241 ｵｼ 4-1 西川 邦画（ア行）
西川 おしん　４　自立編　流浪そして伊勢へ　３　完全版 田中　裕子／主演 並樹　史朗／共演 3460035001917  241 ｵｼ 4-3 西川 邦画（ア行）
西川 おしん　４　自立編　流浪そして伊勢へ　４　完全版 田中　裕子／主演 並樹　史朗／共演 3460035001926  241 ｵｼ 4-4 西川 邦画（ア行）
西川 おしん　４　自立編　流浪そして伊勢へ　５　完全版 田中　裕子／主演 並樹　史朗／共演 3460035001935  241 ｵｼ 4-5 西川 邦画（ア行）
西川 おしん　５　太平洋戦争編　１　完全版 田中　裕子／主演 並樹　史朗／共演 3460035001944  241 ｵｼ 5-1 西川 邦画（ア行）
西川 おしん　５　太平洋戦争編　２　完全版 田中　裕子／主演 並樹　史朗／共演 3460035001953  241 ｵｼ 5-2 西川 邦画（ア行）
西川 おしん　５　太平洋戦争編　３　完全版 田中　裕子／主演 並樹　史朗／共演 3460035001962  241 ｵｼ 5-3 西川 邦画（ア行）
西川 おしん　５　太平洋戦争編　４　完全版 田中　裕子／主演 並樹　史朗／共演 3460035001971  241 ｵｼ 5-4 西川 邦画（ア行）
西川 おしん　６　再起編　１　完全版 乙羽　信子／主演 山下　真司／共演 3460035001980  241 ｵｼ 6-1 西川 邦画（ア行）
西川 おしん　６　再起編　２　完全版 乙羽　信子／主演 山下　真司／共演 3460035001990  241 ｵｼ 6-2 西川 邦画（ア行）
西川 おしん　６　再起編　３　完全版 乙羽　信子／主演 山下　真司／共演 3460035002001  241 ｵｼ 6-3 西川 邦画（ア行）
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西川 おしん　６　再起編　４　完全版 乙羽　信子／主演 山下　真司／共演 3460035002010  241 ｵｼ 6-4 西川 邦画（ア行）
西川 おしん　７　完結編　１　完全版 乙羽　信子／主演 山下　真司／共演 3460035002020  241 ｵｼ 7-1 西川 邦画（ア行）
西川 おしん　７　完結編　２　完全版 乙羽　信子／主演 山下　真司／共演 3460035002039  241 ｵｼ 7-2 西川 邦画（ア行）
西川 おしん　７　完結編　３　完全版 乙羽　信子／主演 山下　真司／共演 3460035002048  241 ｵｼ 7-3 西川 邦画（ア行）
西川 おしん　７　完結編　４　完全版 乙羽　信子／主演 山下　真司／共演 3460035002057  241 ｵｼ 7-4 西川 邦画（ア行）
西川 あん 河瀬　直美／監督 ドリアン　助川／原作 1813000000383 D 772 ｱ  ☆ 邦画（ア行）
西川 おくりびと 滝田　洋二郎／監督 小山　薫堂／脚本 1813105010590 D 772 ｵ  ☆ 邦画（ア行）
西川 蒲田行進曲 深作　欣二／監督 松坂　慶子／主演 3460035008319  211 ｶﾏ  西川 邦画（カ行）
西川 くちづけ 堤　幸彦／監督 宅間　孝行／脚本 1813105012227 D 772 ｸ  ☆ 邦画（カ行）
西川 ケアニン／あなたでよかった 鈴木　浩介／監督 加藤　忠相／協力 1813000000481 D 772 ｹ  ☆ 邦画（カ行）
西川 ゴールデンスランバー 中村　義洋／監督 伊坂　幸太郎／原作 1813000000507 D 772 ｺﾞ  ☆ 邦画（カ行）
西川 藏 宮尾 登美子／原作 降旗 康男／監督 1813105011293 D 778 ｸ  ☆ 邦画（カ行）
西川 幸福の黄色いハンカチ 山田　洋次／監督 高倉　健／主演 3460035008284  211 ｼｱ  西川 邦画（サ行）
西川 青春デンデケデケデケ　デラックス版 大林　宣彦／監督 林　泰文／主演 3460035008275  211 ｾｲ  西川 邦画（サ行）
西川 サクラサク 田中　光敏／監督 さだ　まさし／原作 1813000000267 D 772 ｻ  ☆ 邦画（サ行）
西川 それでもボクはやってない 周防　正行／監督 周防　正行／脚本 1813105010616 D 772 ｿ  ☆ 邦画（サ行）
西川 幸せな時間 横山　善太／監督 武井　彩乃／撮影 1813000000276 D 773 ｼﾞ  ☆ 邦画（サ行）
西川 たそがれ清兵衛 山田　洋次／監督 真田　広行／主演 3460035008337  211 ﾀｿ  西川 邦画（タ行）
西川 東京物語 小津　安二郎／監督 笠　智衆／主演 3460035008257  211 ﾄｳ  西川 邦画（タ行）
西川 大地の子　３　黒災／長城 仲代　達矢／主演 上川　隆也／共演 3460035002084  241 ﾀﾞｲ 3 西川 邦画（タ行）
西川 大地の子　４　日本／兄妹 仲代　達矢／主演 上川　隆也／共演 3460035002093  241 ﾀﾞｲ 4 西川 邦画（タ行）
西川 大地の子　５　密告／父と子 仲代　達矢／主演 上川　隆也／共演 3460035002100  241 ﾀﾞｲ 5 西川 邦画（タ行）
西川 大地の子　６　冤罪／長江 仲代　達矢／主演 上川　隆也／共演 3460035002119  241 ﾀﾞｲ 6 西川 邦画（タ行）
西川 父の詫び状 深町　幸男／演出 向田　邦子／原作 1813105012245 D 772 ﾁ  ☆ 邦画（タ行）
西川 図書館戦争 佐藤　信介／監督 有川　浩／原作 1813105012030 D 772 ﾄ  ☆ 邦画（タ行）
西川 野火 塚本　晋也／監督 大岡　昇平／原作 1813000000516 D 772 ﾉ  ☆ 邦画（ナ行）
西川 八甲田山　特別愛蔵版 森谷　司郎／監督 高倉　健／主演 3460035008300  211 ﾊﾂ  西川 邦画（ハ行）
西川 ふたり　デラックス版 大林　宣彦／監督 石田　ひかり／主演 3460035008266  211 ﾌﾀ  西川 邦画（ハ行）
西川 ハルチカ 市井　昌秀／監督 初野　晴／原作 1813000000374 D 772 ﾊ  ☆ 邦画（ハ行）
西川 ふしぎな岬の物語 成島　出／監督 森沢　明夫／原作 1813000000104 D 772 ﾌ  ☆ 邦画（ハ行）
西川 舟を編む 石井　裕也／監督 三浦　しをん／原作 1813000000490 D 772 ﾌ  ☆ 邦画（ハ行）
西川 壬生義士伝 滝田　洋二郎／監督 中井　貴一／主演 3460035008328  211 ﾐﾌﾞ  西川 邦画（マ行）
西川 宮本武蔵　総集編 役所　広司／主演 古手川　祐子／共演 3460035002290  241 ﾐﾔ  西川 邦画（マ行）
西川 まほろ駅前多田便利軒 大森　立嗣／監督 三浦　しをん／原作 1813105012236 D 772 ﾏ  ☆ 邦画（マ行）
西川 毎日がアルツハイマー 関口　祐加／監督 関口　祐加／撮影 1813000000392 D 773 ﾏ  ☆ 邦画（マ行）
西川 めぐみ 大森　英敏／監督 三井　秀樹 1813105011266 D 778 ﾒ  ☆ 邦画（マ行）
西川 アウトブレイク ウォルフガング・ペーターゼン／監督 ダスティン・ホフマン／主

演
3460035002558  221 ｱｳ  西川 洋画（ア行）

西川 アナライズ・ミー ハロルド・ライミス／監督 ロバート・デ・ニーロ／主演 3460035008060  222 ｱﾅ  西川 洋画（ア行）

西川 インタビュー・ウィズ・ヴァンパイア ニール・ジョーダン／監督 トム・クルーズ／主演 3460035002549  224 ｲﾝ  西川 洋画（ア行）
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西川 エクソシスト　ディレクターズカット版 ウィリアム・フリードキン／監督 エレン・バースティン／主

演
3460035003081  224 ｴｸ  西川 洋画（ア行）

西川 エクソシスト　２ ジョン・プアマン／監督 リンダ・ブレア／主演 3460035003330  224 ｴｸ 2 西川 洋画（ア行）
西川 雨に唄えば ジーン・ケリー／監督 スタンリー・ドーネン／監督 3460035002638  226 ｱﾒ  西川 洋画（ア行）

西川 愛の群像　１ ペ・ヨンジュン／主演 キム・ヘス／共演 3460035005003  242 ｱｲ 1 西川 洋画（ア行）
西川 愛の群像　２ ペ・ヨンジュン／主演 キム・ヘス／共演 3460035005012  242 ｱｲ 2 西川 洋画（ア行）
西川 愛の群像　３ ペ・ヨンジュン／主演 キム・ヘス／共演 3460035005021  242 ｱｲ 3 西川 洋画（ア行）
西川 愛の群像　４ ペ・ヨンジュン／主演 キム・ヘス／共演 3460035005030  242 ｱｲ 4 西川 洋画（ア行）
西川 愛の群像　５ ペ・ヨンジュン／主演 キム・ヘス／共演 3460035005040  242 ｱｲ 5 西川 洋画（ア行）
西川 愛の群像　６ ペ・ヨンジュン／主演 キム・ヘス／共演 3460035005059  242 ｱｲ 6 西川 洋画（ア行）
西川 愛の群像　７ ペ・ヨンジュン／主演 キム・ヘス／共演 3460035005068  242 ｱｲ 7 西川 洋画（ア行）
西川 愛の群像　８ ペ・ヨンジュン／主演 キム・ヘス／共演 3460035006468  242 ｱｲ 8 西川 洋画（ア行）
西川 愛の群像　９ ペ・ヨンジュン／主演 キム・ヘス／共演 3460035006477  242 ｱｲ 9 西川 洋画（ア行）
西川 愛の群像　１０ ペ・ヨンジュン／主演 キム・ヘス／共演 3460035006486  242 ｱｲ 10 西川 洋画（ア行）
西川 愛の群像　１１ ペ・ヨンジュン／主演 キム・ヘス／共演 3460035006495  242 ｱｲ 11 西川 洋画（ア行）
西川 黄色いリボン ジョン・フォード／監督 ジョン・ウェイン／主演 3460035003493  221 ｷｲ  西川 洋画（カ行）
西川 カサブランカ　特別版 マイケル・カーチス／監督 ハンフリー・ボガート／主

演
3460035002781  222 ｶｻ  西川 洋画（カ行）

西川 カッコーの巣の上で ミロス・フォアマン／監督 ジャック・ニコルソン／主演 3460035002736  222 ｶﾂ  西川 洋画（カ行）

西川 危険な関係 スティーブン・フリアーズ／監督 ジョン・マルコビッチ／主演 3460035002692  222 ｷｹ  西川 洋画（カ行）

西川 グッドモーニング・バビロン パオロ・タヴィアーニ／監督 ヴィットリオ・タヴィアーニ
／監督

3460035004463  222 ｸﾞﾂ  西川 洋画（カ行）

西川 黒いオルフェ マルセル・カミュ／監督 ブレノ・メロ／主演 3460035003519  222 ｸﾛ  西川 洋画（カ行）
西川 ゴヤの生涯 ホセー・ラモン・ララース／監督 エンリク・マホー／主演 3460035003528  222 ｺﾞﾔ  西川 洋画（カ行）
西川 恋の手ほどき ビンセント・ミネリ／監督 レスリー・キャロン／主演 3460035003260  226 ｺｲ  西川 洋画（カ行）
西川 皇帝ペンギン／ただいま リュック・ジャケ／監督 リュック・ジャケ／脚本 1813000000409 D 480 ｺ  ☆ 洋画（カ行）
西川 から騒ぎ ケネス・ブラナー／監督 ウィリアム・シェイクスピア

／原作
1813105010090 D 775 ｶ  ☆ 洋画（カ行）

西川 カラマーゾフの兄弟 イワン・プィエフ／監督・脚本 フョードル・ドストエフス
キー／原作

3460035008720 D 775 ｶ  西川 洋画（カ行）

西川 スーパーマン　ディレクターズカット版 リチャード・ドナー／監督 クリストファー・リーブ／主
演

3460035003125  221 ｽ- 1 西川 洋画（サ行）

西川 スーパーマン　２　冒険編 リチャード・レスター／監督 クリストファー・リーブ／主
演

3460035003134  221 ｽ- 2 西川 洋画（サ行）

西川 スーパーマン　３　電子の要塞 リチャード・レスター／監督 クリストファー・リーブ／主
演

3460035003321  221 ｽ- 3 西川 洋画（サ行）

西川 シティ・オブ・エンジェル ブラッド・シルバーリング／監督 ニコラス・ケイジ／主演 3460035002807  222 ｼﾃ  西川 洋画（サ行）
西川 自転車泥棒 ヴィットリオ・デ・シーカ／監督 ランベルト・マジョラーニ／

主演
3460035003537  222 ｼﾞﾃ  西川 洋画（サ行）

西川 市民ケーン オーソン・ウェルズ／監督 オーソン・ウェルズ／主演 3460035003546  222 ｼﾐ  西川 洋画（サ行）
西川 ジンジャーとフレッド フェデリコ・フェリーニ／監督 ジュリエッタ・マシーナ／主

演
3460035004472  222 ｼﾞﾝ  西川 洋画（サ行）
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西川 西遊記　１　字幕版　完全ノーカット版 3460035004768  242 ｻｲ 1-1 西川 洋画（サ行）
西川 西遊記　２　字幕版　完全ノーカット版 3460035004777  242 ｻｲ 1-2 西川 洋画（サ行）
西川 西遊記　３　字幕版　完全ノーカット版 3460035004786  242 ｻｲ 1-3 西川 洋画（サ行）
西川 西遊記　４　字幕版　完全ノーカット版 3460035004795  242 ｻｲ 1-4 西川 洋画（サ行）
西川 西遊記　５　字幕版　完全ノーカット版 3460035004801  242 ｻｲ 1-5 西川 洋画（サ行）
西川 西遊記　６　字幕版　完全ノーカット版 3460035004810  242 ｻｲ 1-6 西川 洋画（サ行）
西川 西遊記　７　字幕版　完全ノーカット版 3460035004820  242 ｻｲ 1-7 西川 洋画（サ行）
西川 西遊記　８　字幕版　完全ノーカット版 3460035004839  242 ｻｲ 1-8 西川 洋画（サ行）
西川 西遊記　続　１　字幕版　完全ノーカット版 3460035004848  242 ｻｲ 2-1 西川 洋画（サ行）
西川 西遊記　続　２　字幕版　完全ノーカット版 3460035004857  242 ｻｲ 2-2 西川 洋画（サ行）
西川 西遊記　続　３　字幕版　完全ノーカット版 3460035004866  242 ｻｲ 2-3 西川 洋画（サ行）
西川 西遊記　続　４　字幕版　完全ノーカット版 3460035004875  242 ｻｲ 2-4 西川 洋画（サ行）
西川 三国志　第１・２巻　国際スタンダード版 王　扶林／監督 3460035004561 D 242 ｻﾝ 1 西川 洋画（サ行）
西川 三国志　第３・４巻　国際スタンダード版 王　扶林／監督 3460035004570 D 242 ｻﾝ 2 西川 洋画（サ行）
西川 三国志　第９・１０巻　国際スタンダード版 王　扶林／監督 3460035004605 D 242 ｻﾝ 5 西川 洋画（サ行）
西川 三国志　第１１・１２巻　国際スタンダード版 王　扶林／監督 3460035004614 D 242 ｻﾝ 6 西川 洋画（サ行）
西川 三国志　第１３・１４巻　国際スタンダード版 王　扶林／監督 3460035004623 D 242 ｻﾝ 7 西川 洋画（サ行）
西川 三国志　第１５・１６巻　国際スタンダード版 王　扶林／監督 3460035004632 D 242 ｻﾝ 8 西川 洋画（サ行）
西川 三国志　第１７・１８巻　国際スタンダード版 王　扶林／監督 3460035004641 D 242 ｻﾝ 9 西川 洋画（サ行）
西川 三国志　第１９・２０巻　国際スタンダード版 王　扶林／監督 3460035004650 D 242 ｻﾝ 10 西川 洋画（サ行）
西川 水滸伝　第１巻　大いに五台山を閙がす　字幕版 張　紹林／監督 3460035004660  242 ｽｲ 1 西川 洋画（サ行）
西川 水滸伝　第２巻　七星義に衆まる　字幕版 張　紹林／監督 3460035004679  242 ｽｲ 2 西川 洋画（サ行）
西川 水滸伝　第３巻　景陽岡に虎を打つ　字幕版 張　紹林／監督 3460035004688  242 ｽｲ 3 西川 洋画（サ行）
西川 水滸伝　第４巻　酔って蒋門神を打つ　字幕版 張　紹林／監督 3460035004697  242 ｽｲ 4 西川 洋画（サ行）
西川 水滸伝　第５巻　江州を閙がす　字幕版 張　紹林／監督 3460035004703  242 ｽｲ 5 西川 洋画（サ行）
西川 水滸伝　第６巻　祝家荘　字幕版 張　紹林／監督 3460035004712  242 ｽｲ 6 西川 洋画（サ行）
西川 水滸伝　第７巻　英雄、座次に排ぶ　字幕版 張　紹林／監督 3460035004721  242 ｽｲ 7 西川 洋画（サ行）
西川 水滸伝　第８巻　方ロウを征す　字幕版 張　紹林／監督 3460035004730  242 ｽｲ 8 西川 洋画（サ行）
西川 水滸伝　第９巻　宋江の死　字幕版 張　紹林／監督 3460035004740  242 ｽｲ 9 西川 洋画（サ行）
西川 水滸伝～梁山泊１０８人 張　紹林／監督 3460035004759  242 ｽｲ 10 西川 洋画（サ行）
西川 ジャックと天空の巨人〔２０１３年〕 ブライアン・シンガー／監督 ダーレン・レムケ／原案 3460035004759 D 774 ｼﾞ  ☆ 洋画（サ行）
西川 ジェイン・オースティンの読書会 ロビン・スウィコード／監督 キャシー・ベイカー／出演 1813105012020 D 775 ｼﾞ  ☆ 洋画（サ行）
西川 スポットライト／世紀のスクープ トム・マッカーシー／監督 ジョシュ・シンガー　他／脚

本
1813000000472 D 775 ｽ  ☆ 洋画（サ行）

西川 戦火の馬 スティーブン・スピルバーグ／監督 リー・ホール　他／脚本 1813105012263 D 775 ｾ  ☆ 洋画（サ行）
西川 ダーティハリー ドン・シーゲル／監督 クリント・イーストウッド／

主演
3460035003205  221 ﾀﾞ- 1 西川 洋画（タ行）

西川 ダーティハリー　２ テッド・ポスト／監督 クリント・イーストウッド／
主演

3460035003214  221 ﾀﾞ- 2 西川 洋画（タ行）

西川 ダーティハリー　３ ジェームス・ファーゴ／監督 クリント・イーストウッド／
主演

3460035003223  221 ﾀﾞ- 3 西川 洋画（タ行）

西川 ダーティハリー　４ クリント・イーストウッド／監督 クリント・イーストウッド／
主演

3460035003232  221 ﾀﾞ- 4 西川 洋画（タ行）
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西川 タワーリング・インフェルノ ジョン・ギラーミン／監督 スティーブ・マックィーン／

主演
3460035003009  221 ﾀﾜ  西川 洋画（タ行）

西川 沈黙の戦艦 アンドリュー・デイビス／監督 スティーブン・セガール／
主演

3460035002585  221 ﾁﾝ  西川 洋画（タ行）

西川 沈黙の要塞 スティーブン・セガール／監督 スティーブン・セガール／
主演

3460035002834  221 ﾁﾝ  西川 洋画（タ行）

西川 ディープ・ブルー レニー・ハーリン／監督 サフロン・バローズ／主演 3460035002979  221 ﾃﾞｲ  西川 洋画（タ行）
西川 大統領の陰謀 アラン　Ｊ．パクラ／監督 ダスティン・ホフマン／主

演
3460035002718  222 ﾀﾞｲ  西川 洋画（タ行）

西川 Ｄ．Ｉ． エリア・スレイマン／監督 エリア・スレイマン／主演 3460035004543  222 ﾃﾞｲ  西川 洋画（タ行）
西川 タイムマシン サイモン・ウェルズ／監督 ガイ・ピアーズ／主演 3460035003368  224 ﾀｲ  西川 洋画（タ行）
西川 チャールズ・チャップリン／キーストン社時代１ ヘンリー・レアマン／監督 1813105010625 D 775 ﾁ 1 ☆ 洋画（タ行）
西川 チャールズ・チャップリン／キーストン社時代２ チャールズ・チャップリン　他／監督 1813105010634 D 775 ﾁ 2 ☆ 洋画（タ行）
西川 チャールズ・チャップリン／エッサネイ社時代１ チャールズ・チャップリン／監督 1813105010643 D 775 ﾁ 3 ☆ 洋画（タ行）
西川 チャールズ・チャップリン／エッサネイ社時代２ チャールズ・チャップリン／監督 1813105010652 D 775 ﾁ 4 ☆ 洋画（タ行）
西川 チャールズ・チャップリン／ミューチュアル社時代１ チャールズ・チャップリン／監督 1813105010661 D 775 ﾁ 5 ☆ 洋画（タ行）
西川 チャールズ・チャップリン／ミューチュアル社時代２ チャールズ・チャップリン／監督 1813105010670 D 775 ﾁ 6 ☆ 洋画（タ行）
西川 つぐない ジョー・ライト／監督 キーラ・ナイトレイ／出演 1813105010581 D 775 ﾂ  ☆ 洋画（タ行）
西川 ティファニーで朝食を ブレイク・エドワーズ／監督 トルーマン・カポーティ／原

作
3460035008506 D 775 ﾃ  ☆ 洋画（タ行）

西川 ２００１年宇宙の旅 スタンリー・キューブリック／監督 キア・デュリア／主演 3460035003143  224 ﾆｾ  西川 洋画（ナ行）
西川 ネバーエンディング・ストーリー ウォルフガング・ペーターゼン／監督 バレット・オリバー／主演 3460035003170  224 ﾈﾊﾞ 1 西川 洋画（ナ行）
西川 ネバーエンディング・ストーリー　第２章 ジョージ・ミラー／監督 ジョナサン・ブランディス／

主演
3460035003180  224 ﾈﾊﾞ 2 西川 洋画（ナ行）

西川 パーフェクト・ストーム ウォルフガング・ペーターゼン／監督 ジョージ・クルーニー／主
演

3460035003027  221 ﾊﾟ-  西川 洋画（ハ行）

西川 バットマン＆ロビン～Ｍｒ．フリーズの逆襲 ジョエル・シュマッカー／監督 アーノルド・シュワルツェ
ネッガー／主演

3460035008079  221 ﾊﾞﾂ  西川 洋画（ハ行）

西川 ベン・ハー ウィリアム・ワイラー／監督 チャールトン・ヘストン／主
演

3460035003107  221 ﾍﾞﾝ  西川 洋画（ハ行）

西川 バード クリント・イーストウッド／監督 フォレスト・ウィテカー／主
演

3460035003090  222 ﾊﾞ-  西川 洋画（ハ行）

西川 バグダッド・カフェ　完全版 パーシー・アドロン／監督 マリアンネ・ゼーゲブレヒト
／主演

3460035004525  222 ﾊﾞｸﾞ  西川 洋画（ハ行）

西川 ピグマリオン アンソニー・アスキス／監督 レスリー・ハワード／主演 3460035003555  222 ﾋﾟｸﾞ  西川 洋画（ハ行）
西川 フォーエヴァーヤング スティーヴ・マイナー／監督 メル・ギブソン／主演 3460035002665  222 ﾌｵ  西川 洋画（ハ行）
西川 フリー・ウィリー サイモン・ウィンサー／監督 ジェーソン・ジェームズ・リ

クター／主演
3460035003401  222 ﾌﾘ 1 西川 洋画（ハ行）

西川 フリー・ウィリー　２ ドワイト・リトル／監督 ジェーソン・ジェームズ・リ
クター／主演

3460035003410  222 ﾌﾘ 2 西川 洋画（ハ行）

西川 フリー・ウィリー　３ サム・ピルズバリー／監督 ジェーソン・ジェームズ・リ
クター／主演

3460035003420  222 ﾌﾘ 3 西川 洋画（ハ行）

西川 ファーザーズデイ アイバン・ライトマン／監督 ロビン・ウィリアムス／主演 3460035002754  223 ﾌｱ  西川 洋画（ハ行）

西川 パーフェクトワールド クリント・イーストウッド／監督 クリント・イーストウッド／
主演

3460035003359  225 ﾊﾟ-  西川 洋画（ハ行）
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西川 バットマン～ザ・フューチャー～甦ったジョーカー カート・ゲーダ／監督 3460035003161  231 ﾊﾞﾂ  西川 洋画（ハ行）
西川 バットマン～マスク・オブ・ファンタズム エリック・ラドムスキー／監督 ブルース　Ｗ．ティム／監

督
3460035002997  231 ﾊﾞﾂ  西川 洋画（ハ行）

西川 バットマン・リターンズ ティム・バートン／監督 ダニエル・ウォーターズ／
脚本

1813105012147 D 774 ﾊﾞ  ☆ 洋画（ハ行）

西川 ブロードウェイ♪ブロードウェイ コーラスラインにかける夢 ジェイムズ・D・スターン／監督＆製作 アダム・デル・デオ ／監督
＆製作

1813105010572 D 775 ﾌﾞ  ☆ 洋画（ハ行）

西川 モヒカン族の最後 モーリス・トゥールヌール／監督 バーバラ・ベッドフォード／
主演

3460035003608  221 ﾓﾋ  西川 洋画（マ行）

西川 ミスタア・ロバーツ ジョン・フォード／監督 マービン・ルロイ／監督 3460035002790  222 ﾐｽ  西川 洋画（マ行）
西川 道 フェデリコ・フェリーニ／監督 ジュリエッタ・マシーナ／主

演
3460035003582  222 ﾐﾁ  西川 洋画（マ行）

西川 モンテ・クリスト伯 ジョゼ・ダヤン／監督 ジェラール・ドパルデュー
／主演

3460035003626  222 ﾓﾝ  西川 洋画（マ行）

西川 マトリックス～レボリューショズ アンディ・ウォシャウスキー／監督 ラリー・ウォシャウスキー
／監督

3460035008097  224 ﾏﾄ  西川 洋画（マ行）

西川 マイ・フェア・レディ ジョージ・キューカー／監督 オードリー・ヘップバーン／
主演

3460035002843  226 ﾏｲ  西川 洋画（マ行）

西川 ミルドレッドの魔女学校　１ ジョージナ・シェーリントン／主演 エマ・ブラウン／共演 3460035007385  242 ﾐﾙ 1 西川 洋画（マ行）
西川 ミルドレッドの魔女学校　２ ジョージナ・シェーリントン／主演 エマ・ブラウン／共演 3460035007394  242 ﾐﾙ 2 西川 洋画（マ行）
西川 ミルドレッドの魔女学校　３ ジョージナ・シェーリントン／主演 エマ・ブラウン／共演 3460035007400  242 ﾐﾙ 3 西川 洋画（マ行）
西川 ミルドレッドの魔女学校　４ ジョージナ・シェーリントン／主演 エマ・ブラウン／共演 3460035007410  242 ﾐﾙ 4 西川 洋画（マ行）
西川 ミルドレッドの魔女学校　５ ジョージナ・シェーリントン／主演 エマ・ブラウン／共演 3460035007429  242 ﾐﾙ 5 西川 洋画（マ行）
西川 ミルドレッドの魔女学校　６ ジョージナ・シェーリントン／主演 エマ・ブラウン／共演 3460035007438  242 ﾐﾙ 6 西川 洋画（マ行）
西川 ミルドレッドの魔女学校　７ ジョージナ・シェーリントン／主演 エマ・ブラウン／共演 3460035007447  242 ﾐﾙ 7 西川 洋画（マ行）
西川 ミルドレッドの魔女学校　８ ジョージナ・シェーリントン／主演 エマ・ブラウン／共演 3460035007456  242 ﾐﾙ 8 西川 洋画（マ行）
西川 ミルドレッドの魔女学校　９ ジョージナ・シェーリントン／主演 エマ・ブラウン／共演 3460035007465  242 ﾐﾙ 9 西川 洋画（マ行）
西川 みつばちの大地　ＭＯＲＥ　ＴＨＥＮ　ＨＯＮＥＹ マークス・イムホーフ／監督 マークス・イムホーフ／脚

本
1813000000070 D 480 ﾐ  ☆ 洋画（マ行）

西川 マトリックス　リローデッド アンディー・ウォシャウスキー／監督 ラリー・ウォシャウスキー
／脚本

1813105012138 D 774 ﾏ  ☆ 洋画（マ行）

西川 マイ・ライフ、マイ・ファミリー タマラ・ジェンキンス／監督 タマラ・ジェンキンス／脚本 1813000000285 D 775 ﾏ  ☆ 洋画（マ行）

西川 郵便配達は二度ベルを鳴らす ボブ・ラフェルソン／監督 ジャック・ニコルソン／主演 3460035002709  222 ﾕｳ  西川 洋画（ヤ行）

西川 欲望という名の電車（オリジナル・ディレクターズカット） エリア・カザン／監督 ビビアン・リー／主演 3460035002647  222 ﾖｸ  西川 洋画（ヤ行）
西川 許されざる者 クリント・イーストウッド／監督 デビッド・Ｗ・ピープルズ／

脚本
1813000000060 D 775 ﾕ  ☆ 洋画（ヤ行）

西川 リーサル・ウェポン リチャード・ドナー／監督 メル・ギブソン／主演 3460035002567  221 ﾘ- 1 西川 洋画（ラ行）
西川 リーサル・ウェポン　２　炎の約束 リチャード・ドナー／監督 メル・ギブソン／主演 3460035002656  221 ﾘ- 2 西川 洋画（ラ行）
西川 リーサル・ウェポン　３ リチャード・ドナー／監督 メル・ギブソン／主演 3460035002745  221 ﾘ- 3 西川 洋画（ラ行）
西川 リーサル・ウェポン　４　特別版 リチャード・ドナー／監督 メル・ギブソン／主演 3460035002772  221 ﾘ- 4 西川 洋画（ラ行）
西川 リトル・プリンセス～少公女 アルフォンソ・クアロン／監督 リーセル・マシューズ／主

演
3460035002727  222 ﾘﾄ  西川 洋画（ラ行）

西川 理由なき反抗 ニコラス・レイ／監督 ジェームス・ディーン／主
演

3460035002960  222 ﾘﾕ  西川 洋画（ラ行）
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西川 レ・ミゼラブル ロベール・オッセン／監督 リノ・ヴァンチュラ／主演 3460035003644  222 ﾚﾐ  西川 洋画（ラ行）
西川 ロッタちゃんと赤いじてんしゃ ヨハンナ・ハルド／監督 グレテ・ハヴネショルド／

主演
3460035008220  222 ﾛﾂ  西川 洋画（ラ行）

西川 ロッタちゃんはじめてのおつかい ヨハンナ・ハルド／監督 グレテ・ハヴネショルド／
主演

3460035008210  222 ﾛﾂ  西川 洋画（ラ行）

西川 ＲＥＮＴＥ　レント クリス・コロンバス／監督 ロバート・デ・ニーロ／製作 1813105010080 D 774 ﾚ  ☆ 洋画（ラ行）

西川 若き日のリンカーン ジョン・フォード／監督 ヘンリー・フォンダ／主演 3460035003653  222 ﾜｶ  西川 洋画（ワ行）
西川 我が闘争 エルヴィン・ライザー／監督 3460035003662  229 ﾜｶﾞ  西川 洋画（ワ行）
西川 おくのほそ道　上巻 松尾　芭蕉／原作 幸田　弘子／演者 3460035007545  342 ｵｸ 1 西川 文学
西川 おくのほそ道　下巻 松尾　芭蕉／原作 幸田　弘子／演者 3460035007554  342 ｵｸ 3 西川 文学
西川 星新一ショートショート　１ 星　新一／原作 1813105010115 D 772 ﾎ 1 ☆ 文学
西川 星新一ショートショート　２ 星　新一／原作 1813105010124 D 772 ﾎ 2 ☆ 文学
西川 星新一ショートショート　３ 星　新一／原作 1813105010133 D 772 ﾎ 3 ☆ 文学
西川 星新一ショートショート　４ 星　新一／原作 1813105010142 D 772 ﾎ 4 ☆ 文学
西川 星新一ショートショート　５ 星　新一／原作 1813105010151 D 772 ﾎ 5 ☆ 文学
西川 市原悦子朗読ライブラリー／戦争童話シリーズ オセロット　他／制作 ミッキー　吉野／音楽 1813105012307 D 910 ｲ  ☆ 文学
西川 名作ってこんなに面白い　１／坊ちゃん，高瀬舟，舞姫 漆原　智良／監修 夏目　漱石　他／原作 1813105011918 D 910 ﾒ 1 ☆ 文学
西川 名作ってこんなに面白い　２／鼻，杜子春，羅生門，野菊

の墓，田舎教師
漆原　智良／監修 芥川　龍之介　他／原作 1813105011927 D 910 ﾒ 2 ☆ 文学

西川 名作ってこんなに面白い　３／耳なし芳一，雪女，怪談牡
丹燈籠，高野聖…

漆原　智良／監修 小泉　八雲　他／原作 1813105011936 D 910 ﾒ 3 ☆ 文学

西川 名作ってこんなに面白い　４／銀河鉄道の夜，山月記，生
まれ出づる悩み…

漆原　智良／監修 宮沢　賢治　他／原作 1813105011945 D 910 ﾒ 4 ☆ 文学

西川 名作ってこんなに面白い　５／人間失格，檸檬，こころ 漆原　智良／監修 太宰　治　他／原作 1813105011954 D 910 ﾒ 5 ☆ 文学
西川 かいじゅうたちのいるところ（全３話） モーリス・センダック／原作 3460035006735  331 ｶｲ  西川 アニメ（カ行）
西川 きんぎょがにげた 五味　太郎／原作 かやもと　あきら／監督 3460035002128  331 ｷﾝ  西川 アニメ（カ行）
西川 ごきげんなライオン（全４話） オムニバス／原作 3460035006762  331 ｺﾞｷ  西川 アニメ（カ行）
西川 カールじいさんの空飛ぶ家 ピート・ドクター／監督 ボブ・ピーターソン／脚本 1813000000463 D 778 ｶ  ☆ アニメ（カ行）
西川 がんばれ！ルルロロ／ふたりっていいね うもと　ゆーじ／監督 あいはら　ひろゆき／脚本 1813000000051 D 778 ｶﾞ 1 ☆ アニメ（カ行）
西川 がんばれ！ルルロロ／しあわせのおやつ うもと　ゆーじ／監督 あいはら　ひろゆき／脚本 1813000000258 D 778 ｶﾞ 2 ☆ アニメ（カ行）
西川 さる・るるる 五味　太郎／原作 かやもと　あきら／監督 3460035002146  331 ｻﾙ  西川 アニメ（サ行）
西川 ジャックとまめの木 3460035005282  331 ｼﾞﾔ  西川 アニメ（サ行）
西川 スイミー（全５話） レオ・レオニ／原作 3460035006708  331 ｽｲ  西川 アニメ（サ行）
西川 すてきな三にんぐみ（全４話） トミー・アンゲラー／原作 3460035006717  331 ｽﾃ  西川 アニメ（サ行）
西川 ジョバンニの島 西久保　瑞穂／監督 杉田　成道／原作 1813000000294 D 778 ｼﾞ  ☆ アニメ（サ行）
西川 千と千尋の神隠し 宮崎　駿／監督 宮崎　駿／原作 1813105011328 D 778 ｼﾞ  ☆ アニメ（サ行）
西川 たからじま 3460035005308  331 ﾀｶ  西川 アニメ（タ行）
西川 楽しいムーミン一家　１０巻 トーベ・ヤンソン／原作 ラッセ・ヤンソン／原作 3460035007204  331 ﾀﾉ 10 西川 アニメ（タ行）
西川 楽しいムーミン一家　１１巻 トーベ・ヤンソン／原作 ラッセ・ヤンソン／原作 3460035007213  331 ﾀﾉ 11 西川 アニメ（タ行）
西川 楽しいムーミン一家　１２巻 トーベ・ヤンソン／原作 ラッセ・ヤンソン／原作 3460035007222  331 ﾀﾉ 12 西川 アニメ（タ行）
西川 楽しいムーミン一家　１４巻 トーベ・ヤンソン／原作 ラッセ・ヤンソン／原作 3460035007240  331 ﾀﾉ 14 西川 アニメ（タ行）
西川 楽しいムーミン一家　１５巻 トーベ・ヤンソン／原作 ラッセ・ヤンソン／原作 3460035007250  331 ﾀﾉ 15 西川 アニメ（タ行）
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西川 楽しいムーミン一家　１６巻 トーベ・ヤンソン／原作 ラッセ・ヤンソン／原作 3460035007269  331 ﾀﾉ 16 西川 アニメ（タ行）
西川 楽しいムーミン一家　２０巻 トーベ・ヤンソン／原作 ラッセ・ヤンソン／原作 3460035007302  331 ﾀﾉ 20 西川 アニメ（タ行）
西川 楽しいムーミン一家　２１巻　冒険日記　１ トーベ・ヤンソン／原作 ラッセ・ヤンソン／原作 3460035007311  331 ﾀﾉ 21 西川 アニメ（タ行）
西川 楽しいムーミン一家　２３巻　冒険日記　３ トーベ・ヤンソン／原作 ラッセ・ヤンソン／原作 3460035007330  331 ﾀﾉ 23 西川 アニメ（タ行）
西川 楽しいムーミン一家　２５巻　冒険日記　５ トーベ・ヤンソン／原作 ラッセ・ヤンソン／原作 3460035007358  331 ﾀﾉ 25 西川 アニメ（タ行）
西川 楽しいムーミン一家　２６巻　冒険日記　６ トーベ・ヤンソン／原作 ラッセ・ヤンソン／原作 3460035007367  331 ﾀﾉ 26 西川 アニメ（タ行）
西川 楽しいムーミン一家　２７巻　冒険日記　７ トーベ・ヤンソン／原作 ラッセ・ヤンソン／原作 3460035007376  331 ﾀﾉ 27 西川 アニメ（タ行）
西川 たべたのだあれ 五味　太郎／原作 かやもと　あきら／監督 3460035002155  331 ﾀﾍﾞ  西川 アニメ（タ行）
西川 どろんこハリー（全３話） ジーン・ジオン／原作 ペギー・ラスマン／原作 3460035006753  331 ﾄﾞﾛ  西川 アニメ（タ行）
西川 となりのトトロ 宮崎　駿／監督 宮崎　駿／原作 1813105011300 D 778 ｼﾞ  ☆ アニメ（タ行）
西川 天空の城ラピュタ 宮崎　駿／監督 高畑　勲／製作 1813105010939 D 778 ﾃ  ☆ アニメ（タ行）
西川 塔の上のラプンツェル ネイサン・グレノ　他／監督 ダン・フォーゲルマン／原

作
1813000000356 D 778 ﾄ  ☆ アニメ（タ行）

西川 トムとジェリー　１ ウィリアム・ハンナ／監督 ジョセフ・バーベラ／監督 1813105010957 D 778 ﾄ 1 ☆ アニメ（タ行）
西川 トムとジェリー　２ ウィリアム・ハンナ／監督 ジョセフ・バーベラ／監督 1813105010966 D 778 ﾄ 2 ☆ アニメ（タ行）
西川 トムとジェリー　３ ウィリアム・ハンナ／監督 ジョセフ・バーベラ／監督 1813105010975 D 778 ﾄ 3 ☆ アニメ（タ行）
西川 トムとジェリー　４ ウィリアム・ハンナ／監督 ジョセフ・バーベラ／監督 1813105010984 D 778 ﾄ 4 ☆ アニメ（タ行）
西川 トムとジェリー　５ ウィリアム・ハンナ／監督 ジョセフ・バーベラ／監督 1813105010993 D 778 ﾄ 5 ☆ アニメ（タ行）
西川 トムとジェリー　６ ウィリアム・ハンナ／監督 ジョセフ・バーベラ／監督 1813105011005 D 778 ﾄ 6 ☆ アニメ（タ行）
西川 トムとジェリー　７ フレッド・クインビー／製作 ウィリアム・ハンナ／監督 1813105011014 D 778 ﾄ 7 ☆ アニメ（タ行）
西川 トムとジェリー　８ フレッド・クインビー／製作 ウィリアム・ハンナ／監督 1813105011023 D 778 ﾄ 8 ☆ アニメ（タ行）
西川 トムとジェリー　１０ フレッド・クインビー／製作 ウィリアム・ハンナ／監督 1813105011041 D 778 ﾄ 10 ☆ アニメ（タ行）
西川 動物農場 ジョージ・オーウェル／原作 ジョン・ハラス／監督 1813105010062 D 778 ﾄﾞ  ☆ アニメ（タ行）
西川 にじいろのさかな マーカス・フィスター／原作 3460035002173  331 ﾆｼﾞ  西川 アニメ（ナ行）
西川 虹色ほたる／永遠の夏休み 宇田　鋼之介／監督 川口　雅幸／原作 1813105012218 D 778 ﾆ  ☆ アニメ（ナ行）
西川 ベッドのまわりはおばけがいっぱい（全３話） バーバラ・ウォーカー／原作 ルース・ブラウン／原作 3460035006726  331 ﾍﾞﾂ  西川 アニメ（ハ行）
西川 ハウルの動く城 宮崎　駿／監督 ダイアナ・ウィン・ジョーン

ズ／原作
1813105011319 D 778 ｼﾞ  ☆ アニメ（ハ行）

西川 平成狸合戦ぽんぽこ 高畑　勲／監督 宮崎　駿／企画 1813105011337 D 778 ｼﾞ  ☆ アニメ（ハ行）
西川 森は生きている Ｓ．マルシャーク／原作 イワン・イワノフ・ワノ／監

督
3460035003617  231 ﾓﾘ  西川 アニメ（マ行）

西川 まどから★おくりもの 五味　太郎／原作 かやもと　あきら／監督 3460035002137  331 ﾏﾄﾞ  西川 アニメ（マ行）
西川 まほうつかいのノナばあさん（全３話） トミー・デ・パオラ／原作 3460035006771  331 ﾏﾎ  西川 アニメ（マ行）
西川 まんが世界昔ばなし　３　にんぎょ姫 3460035003690  331 ﾏﾝ 3 西川 アニメ（マ行）
西川 まんが世界昔ばなし　４　はだかの王様 3460035003706  331 ﾏﾝ 4 西川 アニメ（マ行）
西川 まんが世界昔ばなし　５　ジャックとまめの木 3460035003715  331 ﾏﾝ 5 西川 アニメ（マ行）
西川 まんが世界昔ばなし　６　みにくいあひるの子 3460035003724  331 ﾏﾝ 6 西川 アニメ（マ行）
西川 まんが世界昔ばなし　７　ハメルンの笛ふき 3460035003733  331 ﾏﾝ 7 西川 アニメ（マ行）
西川 まんが世界昔ばなし　８　ウィリアム・テル 3460035003742  331 ﾏﾝ 8 西川 アニメ（マ行）
西川 まんが世界昔ばなし　９　赤ずきんちゃん 3460035003751  331 ﾏﾝ 9 西川 アニメ（マ行）
西川 まんが世界昔ばなし　１０　ドン・キホーテ 3460035003760  331 ﾏﾝ 10 西川 アニメ（マ行）
西川 まんが世界昔ばなし　１１　王様の耳はろばの耳 3460035003770  331 ﾏﾝ 11 西川 アニメ（マ行）
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西川 まんが世界昔ばなし　１２　フランダースのいぬ 3460035003789  331 ﾏﾝ 12 西川 アニメ（マ行）
西川 まんが世界昔ばなし　１４　マッチうりの少女 3460035003804  331 ﾏﾝ 14 西川 アニメ（マ行）
西川 まんが世界昔ばなし　１５　長ぐつをはいたねこ 3460035003813  331 ﾏﾝ 15 西川 アニメ（マ行）
西川 まんが世界昔ばなし　１６　ヘンゼルとグレーテル 3460035003822  331 ﾏﾝ 16 西川 アニメ（マ行）
西川 まんが世界昔ばなし　１７　ブレーメンの音楽隊 3460035003831  331 ﾏﾝ 17 西川 アニメ（マ行）
西川 まんが世界昔ばなし　２２　シンデレラ 3460035003887  331 ﾏﾝ 22 西川 アニメ（マ行）
西川 まんが世界昔ばなし　２４　アラジンとまほうのランプ 3460035003902  331 ﾏﾝ 24 西川 アニメ（マ行）
西川 まんが世界昔ばなし　２８　ロビンフッドのぼうけん 3460035003949  331 ﾏﾝ 28 西川 アニメ（マ行）
西川 まんが世界昔ばなし　２９　そんごくう　１の巻 3460035003958  331 ﾏﾝ 29 西川 アニメ（マ行）
西川 まんが世界昔ばなし　３０　ありときりぎりす 3460035003967  331 ﾏﾝ 30 西川 アニメ（マ行）
西川 みんなうんち 五味　太郎／原作 かやもと　あきら／監督 3460035002164  331 ﾐﾝ  西川 アニメ（マ行）
西川 もののけ姫 宮崎　駿／監督 久石　譲／音楽 1813105011346 D 778 ｼﾞ  ☆ アニメ（マ行）
西川 魔女の宅急便 宮崎　駿／監督 角野　栄子／原作 1813105010948 D 778 ﾏ  ☆ アニメ（マ行）
西川 めいたんていラスカル／きえたおはなのなぞ 首藤　順／監督 島田　満／脚本 1813000000300 D 779 ﾒ 1 ☆ アニメ（マ行）
西川 めいたんていラスカル／かいとうウルフさんじょう！ 首藤　順／監督 島田　満／脚本 1813000000310 D 779 ﾒ 2 ☆ アニメ（マ行）
西川 山古志村のマリと三匹の子犬 大野　一興／監督 大野　一興／脚本 3460035008444  224 ﾔﾏ  西川 アニメ（ヤ行）
西川 青いとり 3460035005291  331 ｱｵ  西川 子ども向け
西川 アリババのぼうけん 3460035005326  331 ｱﾘ  西川 子ども向け
西川 イソップ物語　１ イソップ／原作 3460035005344  331 ｲｿ 1 西川 子ども向け
西川 イソップ物語　２ イソップ／原作 3460035005353  331 ｲｿ 2 西川 子ども向け
西川 イソップ物語　４ イソップ／原作 3460035005371  331 ｲｿ 4 西川 子ども向け
西川 英語であそぼ／ゴー・ゴー・ラップトーンファミリー 3460035008195  331 ｴｲ  西川 子ども向け
西川 英語であそぼ／ハロー・ラップトーンファミリー 3460035008159  331 ｴｲ  西川 子ども向け
西川 英語であそぼ／ラップトーンファミリーとあそぼ 3460035008201  331 ｴｲ  西川 子ども向け
西川 英語であそぼ／ラップトーンファミリーのクエスチョン 3460035008168  331 ｴｲ  西川 子ども向け
西川 英語であそぼ／ラップトーンファミリーの１、２、３ 3460035000419  331 ｴｲ  西川 子ども向け
西川 英語であそぼ～Ｌｅｔ’ｓ　Ｓｉｎｇ　ラップトーンとうたってあ 3460035000428  331 ｴｲ  西川 子ども向け
西川 おかあさんといっしょ／ぐ～チョコランタン～うたとおはなし 3460035000437  331 ｵｶ  西川 子ども向け
西川 花緑・きく姫の落語がいっぱい　その１ 柳家　花緑／演者 林家　きく姫／演者 3460035004347  331 ｶﾛ 1 西川 子ども向け
西川 花緑・きく姫の落語がいっぱい　その２ 柳家　花緑／演者 林家　きく姫／演者 3460035004356  331 ｶﾛ 2 西川 子ども向け
西川 花緑・きく姫の落語がいっぱい　その３ 柳家　花緑／演者 林家　きく姫／演者 3460035004365  331 ｶﾛ 3 西川 子ども向け
西川 にんぎょひめ 3460035005317  331 ﾆﾝ  西川 子ども向け
西川 ねむりの森のひめ 3460035005335  331 ﾈﾑ  西川 子ども向け
西川 はっきりことわろう誘拐されないぞ 3460035005380  331 ﾊﾂ  西川 子ども向け
西川 ワイワイおさかなＤＶＤ／サンゴ礁の生き物大集合 3460035005415  331 ﾜｲ  西川 子ども向け
西川 ワイワイ動物ＤＶＤ／大きい動物大集合 3460035005451 D 331 ﾜｲ  西川 子ども向け
西川 ワイワイ動物ＤＶＤ／かわいい動物大集合 3460035005460 D 331 ﾜｲ  西川 子ども向け
西川 ａｃｃｅｓｓ　Ｖｏｌ．１　シカから学ぶ／森林の保護 3460035006190  349 ｱｸ 1 西川 子ども向け
西川 ａｃｃｅｓｓ　Ｖｏｌ．２　ミミズから学ぶ／土つくり 3460035006207  349 ｱｸ 2 西川 子ども向け
西川 ａｃｃｅｓｓ　Ｖｏｌ．３　マスから学ぶ／水質の管理 3460035006216  349 ｱｸ 3 西川 子ども向け
西川 ａｃｃｅｓｓ　Ｖｏｌ．４　ビーバーから学ぶ／水害の防止 3460035006225  349 ｱｸ 4 西川 子ども向け
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西川 ａｃｃｅｓｓ　Ｖｏｌ．５　ウシから学ぶ／栄養素のはたらき 3460035006234  349 ｱｸ 5 西川 子ども向け
西川 ａｃｃｅｓｓ　Ｖｏｌ．６　ブタから学ぶ／食事と衛生 3460035006243  349 ｱｸ 6 西川 子ども向け
西川 ａｃｃｅｓｓ　Ｖｏｌ．７　ヒルから学ぶ／血液の成り立ち 3460035006252  349 ｱｸ 7 西川 子ども向け
西川 ａｃｃｅｓｓ　Ｖｏｌ．８　キリンから学ぶ／血液の循環 3460035006261  349 ｱｸ 8 西川 子ども向け
西川 ａｃｃｅｓｓ　Ｖｏｌ．９　カエルから学ぶ／皮膚の機能 3460035006270  349 ｱｸ 9 西川 子ども向け
西川 ａｃｃｅｓｓ　Ｖｏｌ．１０　テントウムシから学ぶ／色彩の効果 3460035006280  349 ｱｸ 10 西川 子ども向け
西川 ａｃｃｅｓｓ　Ｖｏｌ．１１　オオカミから学ぶ／においの役割 3460035006299  349 ｱｸ 11 西川 子ども向け
西川 ａｃｃｅｓｓ　Ｖｏｌ．１２　アリから学ぶ／情報の伝え方 3460035006305  349 ｱｸ 12 西川 子ども向け
西川 ａｃｃｅｓｓ　Ｖｏｌ．１３　オウムから学ぶ／会話のしくみ 3460035006314  349 ｱｸ 13 西川 子ども向け
西川 ａｃｃｅｓｓ　Ｖｏｌ．１４　細菌から学ぶ／小型化の秘法 3460035006323  349 ｱｸ 14 西川 子ども向け
西川 ａｃｃｅｓｓ　Ｖｏｌ．１５　ウマから学ぶ／エンジンの発達 3460035006332  349 ｱｸ 15 西川 子ども向け
西川 ａｃｃｅｓｓ　Ｖｏｌ．１６　ネコから学ぶ／運動とバランス 3460035006341  349 ｱｸ 16 西川 子ども向け
西川 ａｃｃｅｓｓ　Ｖｏｌ．１７　陸ガメから学ぶ／囲いの丈夫さ 3460035006350  349 ｱｸ 17 西川 子ども向け
西川 ａｃｃｅｓｓ　Ｖｏｌ．１８　クモから学ぶ／織り方と強度 3460035006360  349 ｱｸ 18 西川 子ども向け
西川 ａｃｃｅｓｓ　Ｖｏｌ．１９　ハチドリから学ぶ／静止飛行の技術 3460035006379  349 ｱｸ 19 西川 子ども向け
西川 ａｃｃｅｓｓ　Ｖｏｌ．２０　コウモリから学ぶ／超音波の利用 3460035006388  349 ｱｸ 20 西川 子ども向け
西川 自然なぜなに？ＤＶＤ図鑑　１／カブトムシ 日高　敏隆／監修 栗林　慧／撮影 3460035008767 D 349 ｼｾﾞ 1 ☆ 子ども向け
西川 自然なぜなに？ＤＶＤ図鑑　２／アリ 日高　敏隆／監修 栗林　慧／撮影 3460035008776 D 349 ｼｾﾞ 2 ☆ 子ども向け
西川 自然なぜなに？ＤＶＤ図鑑　３／ナナホシテントウ 日高　敏隆／監修 栗林　慧／撮影 3460035008785 D 349 ｼｾﾞ 3 ☆ 子ども向け
西川 自然なぜなに？ＤＶＤ図鑑　４／ホタル 日高　敏隆／監修 栗林　慧／撮影 3460035008794 D 349 ｼｾﾞ 4 ☆ 子ども向け
西川 自然なぜなに？ＤＶＤ図鑑　５／アメリカザリガニ 日高　敏隆／監修 栗林　慧／撮影 3460035008800 D 349 ｼｾﾞ 5 ☆ 子ども向け
西川 自然なぜなに？ＤＶＤ図鑑　６／オオカマキリ 日高　敏隆／監修 栗林　慧／撮影 3460035008810 D 349 ｼｾﾞ 6 ☆ 子ども向け
西川 自然なぜなに？ＤＶＤ図鑑　７／クワガタムシ 日高　敏隆／監修 栗林　慧／撮影 3460035008829 D 349 ｼｾﾞ 7 ☆ 子ども向け
西川 自然なぜなに？ＤＶＤ図鑑　８／アゲハチョウ 日高　敏隆／監修 栗林　慧／撮影 3460035008838 D 349 ｼｾﾞ 8 ☆ 子ども向け
西川 自然なぜなに？ＤＶＤ図鑑　９／トノサマバッタ 日高　敏隆／監修 栗林　慧／撮影 3460035008847 D 349 ｼｾﾞ 9 ☆ 子ども向け
西川 自然なぜなに？ＤＶＤ図鑑　１０／ミツバチ 日高　敏隆／監修 栗林　慧／撮影 3460035008856 D 349 ｼｾﾞ 10 ☆ 子ども向け
西川 自然なぜなに？ＤＶＤ図鑑　１１／アマガエル 日高　敏隆／監修 栗林　慧／撮影 3460035008865 D 349 ｼｾﾞ 11 ☆ 子ども向け
西川 自然なぜなに？ＤＶＤ図鑑　１２／メダカ 日高　敏隆／監修 栗林　慧／撮影 3460035008874 D 349 ｼｾﾞ 12 ☆ 子ども向け
西川 自然なぜなに？ＤＶＤ図鑑　１３／ギンヤンマ 日高　敏隆／監修 栗林　慧／撮影 3460035008883 D 349 ｼﾞｾﾞ 13 ☆ 子ども向け
西川 自然なぜなに？ＤＶＤ図鑑　１４／ヤドカリ 日高　敏隆／監修 栗林　慧／撮影 3460035008892 D 349 ｼﾞｾﾞ 14 ☆ 子ども向け
西川 たんけん大好き！恐竜王国 緒方　由紀子／企画 すみ　わたる／構成 1813105012076 D 480 ﾀ  ☆ 子ども向け
西川 ＮＥＷどうぶつスペシャル１００ 1813105012272 D 480 ﾄﾞ  ☆ 子ども向け
西川 秘境のすごい生物たち 春日　優里／ナレータ 1813000000418 D 480 ﾋ  ☆ 子ども向け
西川 映像でわかる　港のひみつ 公益財団法人　日本港湾協会／企画・

制作
国土交通省　港湾局／監
修

1813105012871 D 680 ｴ  ☆ 子ども向け

西川 さよなら0系　新幹線大集合！ 小林　実／製作 角　亘／演出 1813105010106 D 680 ｻ  ☆ 子ども向け
西川 乗り物大好き！ハイビジョンＮＥＷ／じどうしゃスペシャル１

００
西本　準治／演出 川村　篤史／構成 1813105012100 D 680 ﾉ  ☆ 子ども向け

西川 乗り物大好き！ハイビジョンＮＥＷ／てつどうスペシャル１０
０

西本　準治／演出 川村　篤史／構成 3460035004759 D 680 ﾉ  ☆ 子ども向け

西川 乗り物大好き！ハイビジョンＮＥＷ／のりものスペシャル１
００

西本　準治／演出 川村　篤史／制作 3460035004759 D 680 ﾉ  ☆ 子ども向け
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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 受取館 ジャンル請求記号
西川 乗り物大好き！ハイビジョン　ＮＥＷ／はたらくくるまスペ

シャル１００
小林　実／製作 角　亘／演出 3460035004759 D 680 ﾉ  ☆ 子ども向け

西川 ワイワイ乗り物ＤＶＤ／しんかんせん・とっきゅう大集合 3460035004759 D 680 ﾜ  西川 子ども向け
西川 赤ちゃんの赤ちゃんによる赤ちゃんだらけの手遊びうた 3460035004759 D 769 ｱ  ☆ 子ども向け
西川 げんきげんきノンタン／いたいのとんでけ～☆ 香川　豊／監督 キヨノ　サチコ／原作 3460035004759 D 779 ｹﾞ  ☆ 子ども向け
西川 げんきげんきノンタン／がんばるもん 香川　豊／監督 キヨノ　サチコ／原作 3460035004759 D 779 ｹﾞ  ☆ 子ども向け
西川 みんな大好き！きたろうれっしゃ 緒方　由紀子／企画 一条重哉＆Ｔｅａｍ－Ｋ／

撮影
3460035004759 D 779 ﾐ  ☆ 子ども向け

西川 空中都市００８ 3460035004759  331 ｳﾁ  西川 人形劇
西川 新諸国物語より笛吹童子 3460035004759  331 ｼﾝ  西川 人形劇
西川 新・八犬伝 3460035004759  331 ｼﾝ  西川 人形劇
西川 ひげよさらば 3460035004759  331 ﾋｹﾞ  西川 人形劇
西川 プリンプリン物語 3460035004759  331 ﾌﾟﾘ  西川 人形劇
西川 平家物語 3460035004759  331 ﾍｲ  西川 人形劇
西川 学校図書館ビフォー・アフター物語 鶴岡市立藤島小学校 五十嵐絹子 3460035004759 D 017 ｶﾞ  ☆ 語学・学習・図書

西川 テレビで脳を鍛える１００日道場 川島　隆太／監修 3460035004759 D 370 ﾃ  ☆ 語学・学習・図書
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