
令和3年4月現在西川図書館DVD一覧 （アニメ・子ども向け・語学）

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 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）
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）

請求記号
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令和3年4月現在西川図書館DVD一覧 （アニメ・子ども向け・語学）

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 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）
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
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令和3年4月現在西川図書館DVD一覧 （アニメ・子ども向け・語学）

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 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 3460035008186  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 3460035000419  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
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
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令和3年4月現在西川図書館DVD一覧 （アニメ・子ども向け・語学）

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 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 1813105012129 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 1813105012085 D 680 ﾉ  ☆ 子ども向け

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 1813105012094 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 3460035005433 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 1813105012334 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 1813105012316 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 1813105012325 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
1813000000427 D 779 ﾐ  ☆ 子ども向け

西川 空中都市００８ 3460035005193  331 ｳﾁ  西川 人形劇
西川 新諸国物語より笛吹童子 3460035005219  331 ｼﾝ  西川 人形劇
西川 新・八犬伝 3460035005200  331 ｼﾝ  西川 人形劇
西川 ひげよさらば 3460035005237  331 ﾋｹﾞ  西川 人形劇
西川 プリンプリン物語 3460035005228  331 ﾌﾟﾘ  西川 人形劇
西川 平家物語 3460035005246  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 1813105010545 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 1813105012352 D 370 ﾃ  ☆ 語学・学習・図書
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