
令和3年4月現在西川図書館DVD一覧 （映画・ドラマ・文学）

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 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）
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）

請求記号
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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）
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）
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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 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　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 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 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）

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）
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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 1813105012254 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）

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）
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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）

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）
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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）

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 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 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 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
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