
令和3年4月現在西川図書館DVD一覧 （自然科学・くらし・産業・芸術・スポーツ）

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 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

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

請求記号
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令和3年4月現在西川図書館DVD一覧 （自然科学・くらし・産業・芸術・スポーツ）

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 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
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 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
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令和3年4月現在西川図書館DVD一覧 （自然科学・くらし・産業・芸術・スポーツ）

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 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

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
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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 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
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
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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 「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
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 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
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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 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
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
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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 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
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／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／総集編 3460035007492  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 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 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
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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
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
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