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【一般書】
1 1110372214 一般医学 　 　上田 敏∥編 　ミネルヴァ書房      490     /ｲ       /        2002年2月

2 1110195060 治療前に読む本 　歯医者編 　ライフウエル編集部∥編著 　ライフウエル      490     /ﾁ       /        1999年10月

3 1110141924 この世の去り方 　 　ジュディス　アーロンハイム∥著 　工作舎      490.1   /ｱ       /        1999年4月

4 1110370127 ドナービジネス 　 　一橋 文哉∥著 　新潮社      490.1   /ｲ       /        2002年1月

5 1110224753 脳死は本当に人の死か 　 　梅原 猛∥著 　PHP研究所      490.1   /ｳ       /        2000年4月

6 1110200308 再会 　 　遠藤 順子∥著 　PHP研究所      490.1   /ｴ       /        2000年1月

7 1110065057 ガン告知最前線 　 　小笠原 信之∥著 　三一書房      490.1   /ｵ       /        1993年5月

8 1110318050 死を求める人びと 　 　ベルト　カイゼル∥著 　角川春樹事務所      490.1   /ｶ       /        1998年6月

9 1110437801 自分らしく死ぬ 　 　ダニエル　カラハン∥著 　ぎょうせい      490.1   /ｷ       /        2006年10月

10 1110216452 スピリチュアルケア 　 　ウァルデマール　キッペス∥著 　サンパウロ      490.1   /ｷ       /        1999年12月

11 1110022405 ヒューマンボディショップ 　 　A　キンブレル∥著 　化学同人      490.1   /ｷ       /        1995年7月

12 1110030432 ここまできた生と死の選択 　 　読売新聞大阪本社社会部<いのち>取材班∥[編]　海鳴社      490.1   /ｺ       /        1992年5月

13 1110233937 死生学がわかる。 　 　 　朝日新聞社      490.1   /ｼ       /        2000年6月

14 1110016936 死に方のコツ 　 　高柳 和江∥著 　飛鳥新社      490.1   /ﾀ       /        1994年8月

15 1110069075 日本のホスピスQ&A 　 　谷 荘吉∥共著 　東京書籍      490.1   /ﾀ       /        1995年6月

16 1110495734 祈る力 　 　対本 宗訓∥[著] 　角川書店      490.1   /ﾂ       /        2011年8月

17 1110217054 ドナー・脳死・臓器移植 　 　 　アスペクト      490.1   /ﾄﾞ      /        2000年2月

18 1110128210 望ましい死 　 　チョイス　イン　ダイイング∥[ほか]著　誠信書房      490.1   /ﾉ       /        1998年1月

19 1110220660 脳死移植 　 　高知新聞社会部「脳死移植」取材班∥著　河出書房新社      490.1   /ﾉ       /        2000年3月

20 1110080247 カーテンコールが終わるまで 　 　波多江 伸子∥著 　海鳥社      490.1   /ﾊ       /        1995年5月

21 1110350152 心の潜在力プラシーボ効果 　 　広瀬 弘忠∥著 　朝日新聞社      490.1   /ﾋ       /        2001年7月

22 1110391586 よく生きる 　 　日野原 重明∥著　監修 　ライフ・プランニング・センター健康ダイヤルプロジェクト     490.1   /ﾋ       /        2003年6月

23 1110151683 「死」が教えてくれること 　 　カール　ベッカー∥著 　角川書店      490.1   /ﾍﾞ      /        1999年7月

24 1110050281 ホスピスと緩和ケアにおける音楽療法 　 　スーザン　マンロー∥著 　音楽之友社      490.1   /ﾏ       /        1999年5月

25 1110327226 泣かないで、わたし死ぬのは寂しくないから 　 　エリザベト　マチウ　リーデル∥著　女子パウロ会      490.1   /ﾏ       /        2001年1月

26 1110218664 「なぜ」から学ぶ生命倫理学 　 　松川 俊夫∥著 　医学芸術社      490.1   /ﾏ       /        2000年2月

27 1110154851 脳死ドナーカードを書く前に読む本 　 　水谷 弘∥著 　草思社      490.1   /ﾐ       /        1999年8月

28 1110044938 インフォームド・コンセント 　 　森岡 恭彦∥著 　日本放送出版協会      490.1   /ﾓ       /        1994年9月

29 1110075551 母を看取るすべての娘へ 　 　森津 純子∥著 　朝日新聞社      490.1   /ﾓ       /        1997年9月

30 1110348263 いのちの始まりと終わりに 　 　柳沢 桂子∥著 　草思社      490.1   /ﾔ       /        2001年6月

31 1110059985 ここが僕たちのホスピス 　 　山崎 章郎∥著 　東京書籍      490.1   /ﾔ       /        1993年9月

32 1110191747 めざめて生き、めざめて死ぬ 　 　スティーヴン　レヴァイン∥著 　春秋社      490.1   /ﾚ       /        1999年10月

33 1110147046 穏やかに死ぬということ 　 　若林 一美∥著 　主婦の友社      490.1   /ﾜ       /        1997年3月

34 1110175880 「いのちの奇跡」をみつめて 　 　森津 純子∥著 　大和出版      490.14  /ﾓ       /        1995年6月

35 1110174891 笑って死なせて 　 　夏地 弥栄子∥著 　径書房      490.15  /ﾅ       /        1993年1月

36 1110572797 「死の医学」への序章 　 　柳田 邦男∥著 　新潮社      490.15  /ﾔ       /        1986年12月

37 1110434493 病気をよせつけない生き方 　 　安保 徹∥著 　ぶんか社      490.4   /ｱ       /        2006年8月
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38 1110131719 患者を生かす医者、死なす医者 　 　大鐘 稔彦∥著 　講談社      490.4   /ｵ       /        1998年12月

39 1110036264 サラリーマンのカルテ 　 　小野寺 時夫∥著 　プレジデント社      490.4   /ｵ       /        1994年7月

40 1110442074 なぜ男にも乳首があるのか? 　 　ビリー　ゴールドバーグ∥共著 　イースト・プレス      490.4   /ｺﾞ      /        2007年2月

41 1110494141 希望という名の絶望 　 　里見 清一∥著 　新潮社      490.4   /ｻ       /        2011年6月

42 1110431861 パーソナリティ障害がわかる本 　 　岡田 尊司∥著 　法研      493.7   /ｵ       /        2006年5月

43 1110472386 アスペルガー症候群 　 　岡田 尊司∥著 　幻冬舎      493.7   /ｵ       /        2009年9月

44 1110041181 自律神経失調症 　 　 　家の光協会      493.7   /ｼﾞ      /        1996年9月

45 1110191770 自律神経失調症 　 　関谷 透∥監修 　主婦の友社      493.7   /ｼﾞ      /        1999年8月

46 1110334024 人格障害とは何か 　 　鈴木 茂∥著 　岩波書店      493.7   /ｽ       /        2001年3月

47 1110071741 人間が生きる条件 　 　柳田 邦男∥編 　岩波書店      493.7   /ﾆ       /        1997年1月

48 1110185822 妊娠した男 　 　ディードリ　バレット∥著 　朝日新聞社      493.7   /ﾊﾞ      /        1999年10月

49 1110342845 私の障害、私の個性。 　 　ウェンディ　ローソン∥著 　花風社      493.7   /ﾛ       /        2001年5月

50 1110555883 パニック・うつ・ガス-<心の病気>はこうして治す 　 　西尾 繁登三∥著 　現代書林      493.72  /ﾆ       /        2002年7月

51 1110217690 新薬はこうして生まれる 　 　森田 桂∥著 　日本経済新聞社      499.5   /ﾓ       /        2000年1月

52 1110021050 アロマテラピーハンドブック 　 　 　池田書店      499.8   /ｱ       /        1996年9月

53 1110056676 やさしい漢方よく効く漢方 　 　新井 基夫∥著 　主婦の友社      499.8   /ｱ       /        1995年3月

54 1110021043 アロマセラピストになろう 　 　東 潔∥著 　誠文堂新光社      499.8   /ｱ       /        1997年9月

55 1110119391 健康薬酒のつくり方 　 　一ノ谷 アサ子∥著 　善文社      499.8   /ｲ       /        1993年11月

56 1110149190 エッセンシャルオイルハンドブック ラベンダー 　 　堀口 麻里∥監修 　双葉社      499.8   /ｴ       /        1999年7月

57 1110149166 エッセンシャルオイルハンドブック グレープフルーツ 　 　堀口 麻里∥監修 　双葉社      499.8   /ｴ       /        1999年7月

58 1110149208 エッセンシャルオイルハンドブック ローズ 　 　堀口 麻里∥監修 　双葉社      499.8   /ｴ       /        1999年7月

59 1110149182 エッセンシャルオイルハンドブック ユーカリプタス 　 　堀口 麻里∥監修 　双葉社      499.8   /ｴ       /        1999年7月

60 1110149174 エッセンシャルオイルハンドブック ティートリー 　 　堀口 麻里∥監修 　双葉社      499.8   /ｴ       /        1999年7月

61 1110099569 ザクロの凄い効きめ 　 　岡本 順子∥著 　主婦と生活社      499.8   /ｵ       /        1997年1月

62 1110089768 メディカル・ハーブ 　 　ペネラピ　オディ∥著 　河出書房新社      499.8   /ｵ       /        1997年10月

63 1110150115 漢方で治す 　 　広瀬 滋之∥著 　海越出版社      499.8   /ﾋ       /        1997年9月

64 1110156906 万能のハーブ「イチョウ葉」エキス 　 　G　S　ロスフェルド∥著 　中央アート出版社      499.8   /ﾛ       /        1999年8月

65 1110166848 「香り」の活用大事典 　 　知的生活研究所∥編 　青春出版社      499.87  /ｶ       /        1997年7月

66 1110557087 ガンは治った! 　2003年版 　帯津 良一∥監修 　ジュピター出版      499.87  /ｶﾞ      /        2002年10月

67 1110561378 C型肝炎還元型うこん驚異の特効力 　 　菅野 光男∥監修 　ジェーシー出版      499.87  /ｼ       /        2002年8月

68 1110178017 バーバラ寺岡がすすめるドクダミ・ワイン健康法 　 　バーバラ寺岡∥編 　日東書院      499.87  /ﾊﾞ      /        1986年5月

【VT（ビデオ）】
69 1140009216 ワールド トラベル ガイド るるぶビデオ 　１ 　武田 一男∥プロデューサー 　ポリドール株式会社      290     /ﾜ       /1       

70 1140009307 ワールド トラベル ガイド るるぶビデオ 　１０ 　武田 一男∥プロデューサー 　ポリドール株式会社      290     /ﾜ       /10      

71 1140009315 ワールド トラベル ガイド るるぶビデオ 　１１ 　武田 一男∥プロデューサー 　ポリドール株式会社      290     /ﾜ       /11      

72 1140009323 ワールド トラベル ガイド るるぶビデオ 　１２ 　武田 一男∥プロデューサー 　ポリドール株式会社      290     /ﾜ       /12      

73 1140009331 ワールド トラベル ガイド るるぶビデオ 　１３ 　武田 一男∥プロデューサー 　ポリドール株式会社      290     /ﾜ       /13      
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74 1140009349 ワールド トラベル ガイド るるぶビデオ 　１４ 　武田 一男∥プロデューサー 　ポリドール株式会社      290     /ﾜ       /14      

75 1140009356 ワールド トラベル ガイド るるぶビデオ 　１５ 　武田 一男∥プロデューサー 　ポリドール株式会社      290     /ﾜ       /15      

76 1140009364 ワールド トラベル ガイド るるぶビデオ 　１６ 　武田 一男∥プロデューサー 　ポリドール株式会社      290     /ﾜ       /16      

77 1140009372 ワールド トラベル ガイド るるぶビデオ 　17 　武田一男∥プロデューサー 　ポリドール株式会社      290     /ﾜ       /17      

78 1140009380 ワールド トラベル ガイド るるぶビデオ 　１８ 　武田 一男∥プロデューサー 　ポリドール株式会社      290     /ﾜ       /18      

79 1140009398 ワールド トラベル ガイド るるぶビデオ 　１９ 　武田 一男∥プロデューサー 　ポリドール株式会社      290     /ﾜ       /19      

80 1140009224 ワールド トラベル ガイド るるぶビデオ 　２ 　武田 一男∥プロデューサー 　ポリドール株式会社      290     /ﾜ       /2       

81 1140009406 ワールド トラベル ガイド るるぶビデオ 　２０ 　武田 一男∥プロデューサー 　ポリドール株式会社      290     /ﾜ       /20      

82 1140009414 ワールド トラベル ガイド るるぶビデオ 　２１ 　武田 一男∥プロデューサー 　ポリドール株式会社      290     /ﾜ       /21      

83 1140009422 ワールド トラベル ガイド るるぶビデオ 　２２ 　武田 一男∥プロデューサー 　ポリドール株式会社      290     /ﾜ       /22      

84 1140009430 ワールド トラベル ガイド るるぶビデオ 　２３ 　武田 一男∥プロデューサー 　ポリドール株式会社      290     /ﾜ       /23      

85 1140009232 ワールド トラベル ガイド るるぶビデオ 　３ 　武田 一男∥プロデューサー 　ポリドール株式会社      290     /ﾜ       /3       

86 1140009240 ワールド トラベル ガイド るるぶビデオ 　４ 　武田 一男∥プロデューサー 　ポリドール株式会社      290     /ﾜ       /4       

87 1140009257 ワールド トラベル ガイド るるぶビデオ 　５ 　武田 一男∥プロデューサー 　ポリドール株式会社      290     /ﾜ       /5       

88 1140009265 ワールド トラベル ガイド るるぶビデオ 　６ 　武田 一男∥プロデューサー 　ポリドール株式会社      290     /ﾜ       /6       

89 1140009273 ワールド トラベル ガイド るるぶビデオ 　７ 　武田 一男∥プロデューサー 　ポリドール株式会社      290     /ﾜ       /7       

90 1140009281 ワールド トラベル ガイド るるぶビデオ 　８ 　武田 一男∥プロデューサー 　ポリドール株式会社      290     /ﾜ       /8       

91 1140009299 ワールド トラベル ガイド るるぶビデオ 　９ 　武田 一男∥プロデューサー 　ポリドール株式会社      290     /ﾜ       /9       

92 1140009679 旅たびトラブル 　 　 　（社）日本広報協会      290.9   /ﾀ       /        1998年12月

93 1140007566 花の百名山 　１ 　田中澄江∥監修 　（株）山と渓谷社      291     /ﾊ       /1       1996年4月

94 1140007657 花の百名山 　１０ 　田中澄江∥監修 　（株）山と渓谷社      291     /ﾊ       /10      1996年4月

95 1140007665 花の百名山 　１１ 　田中澄江∥監修 　（株）山と渓谷社      291     /ﾊ       /11      1996年4月

96 1140007673 花の百名山 　１２ 　田中澄江∥監修 　（株）山と渓谷社      291     /ﾊ       /12      1996年4月

97 1140007681 花の百名山 　１３ 　田中澄江∥監修 　（株）山と渓谷社      291     /ﾊ       /13      1996年4月

98 1140007699 花の百名山 　１４ 　田中澄江∥監修 　（株）山と渓谷社      291     /ﾊ       /14      1996年4月

99 1140007707 花の百名山 　１５ 　田中澄江∥監修 　（株）山と渓谷社      291     /ﾊ       /15      1996年4月

100 1140007715 花の百名山 　１６ 　田中澄江∥監修 　（株）山と渓谷社      291     /ﾊ       /16      1996年4月

101 1140007723 花の百名山 　１７ 　田中澄江∥監修 　（株）山と渓谷社      291     /ﾊ       /17      1996年4月

102 1140007731 花の百名山 　１８ 　田中澄江∥監修 　（株）山と渓谷社      291     /ﾊ       /18      1996年4月

103 1140007749 花の百名山 　１９ 　田中澄江∥監修 　（株）山と渓谷社      291     /ﾊ       /19      1996年4月

104 1140007574 花の百名山 　２ 　田中澄江∥監修 　（株）山と渓谷社      291     /ﾊ       /2       1996年4月

105 1140007756 花の百名山 　２０ 　田中澄江∥監修 　（株）山と渓谷社      291     /ﾊ       /20      1996年4月

106 1140007582 花の百名山 　３ 　田中澄江∥監修 　（株）山と渓谷社      291     /ﾊ       /3       1996年4月

107 1140007590 花の百名山 　４ 　田中澄江∥監修 　（株）山と渓谷社      291     /ﾊ       /4       1996年4月

108 1140007608 花の百名山 　５ 　田中澄江∥監修 　（株）山と渓谷社      291     /ﾊ       /5       1996年4月

109 1140007616 花の百名山 　６ 　田中澄江∥監修 　（株）山と渓谷社      291     /ﾊ       /6       1996年4月

110 1140007624 花の百名山 　７ 　田中澄江∥監修 　（株）山と渓谷社      291     /ﾊ       /7       1996年4月

111 1140007632 花の百名山 　８ 　田中澄江∥監修 　（株）山と渓谷社      291     /ﾊ       /8       1996年4月
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112 1140007640 花の百名山 　９ 　田中澄江∥監修 　（株）山と渓谷社      291     /ﾊ       /9       1996年4月

113 1140021427 審理 　 　酒井 法子∥出演 　最高裁判所∥企画・制作      327.67  /ｼ       /        

114 1140009539 どうして私を殴るのですか ドメスティックバイオレンス 　 　 　      367.2   /        /        

115 1140009547 もしもの水害に備えて・・・ 　 　 　建設省河川局治水課      369.3   /ﾓ       /        1996年

116 1140007046 やってみよう なんでも実験 　第１巻 　 　ＮＨＫエデュケーショナル      407     /ﾔ       /1       1997年

117 1140007137 やってみよう なんでも実験 　第１０巻 　 　ＮＨＫエデュケーショナル      407     /ﾔ       /10      1997年

118 1140007053 やってみよう なんでも実験 　第２巻 　 　ＮＨＫエデュケーショナル      407     /ﾔ       /2       1997年

119 1140007061 やってみよう なんでも実験 　第３巻 　 　ＮＨＫエデュケーショナル      407     /ﾔ       /3       1997年

120 1140007079 やってみよう なんでも実験 　第４巻 　 　ＮＨＫエデュケーショナル      407     /ﾔ       /4       1997年

121 1140007087 やってみよう なんでも実験 　第５巻 　 　ＮＨＫエデュケーショナル      407     /ﾔ       /5       1997年

122 1140007095 やってみよう なんでも実験 　第６巻 　 　ＮＨＫエデュケーショナル      407     /ﾔ       /6       1997年

123 1140007103 やってみよう なんでも実験 　第７巻 　 　ＮＨＫエデュケーショナル      407     /ﾔ       /7       1997年

124 1140007111 やってみよう なんでも実験 　第８巻 　 　ＮＨＫエデュケーショナル      407     /ﾔ       /8       1997年

125 1140007129 やってみよう なんでも実験 　第９巻 　 　ＮＨＫエデュケーショナル      407     /ﾔ       /9       1997年

126 1140016302 動物大好き どうぶつ スペシャル５０ 　 　すみわたる∥プロデューサー 　株式会社ピーエスジー∥発売      489     /ﾄﾞ      /        

127 1140009729 土井 隆雄 宇宙をめざせ 　１ 　須賀 靖∥ 制作（ビデオ制作） 　宇宙開発事業団      538.9   /ﾄﾞ      /1       1998年9月

128 1140009620 土井 隆雄 宇宙をめざせ 　２ 　須賀 靖∥ 制作（ビデオ制作） 　宇宙開発事業団      538.9   /ﾄﾞ      /2       1998年9月

129 1140019322 電子立国日本の自叙伝 　１ 　 　ＮＨＫソフトウェア      549.8   /ﾃﾞ      /1       1992年

130 1140019330 電子立国日本の自叙伝 　２ 　 　ＮＨＫソフトウェア      549.8   /ﾃﾞ      /2       1992年

131 1140019348 電子立国日本の自叙伝 　３ 　 　ＮＨＫソフトウェア      549.8   /ﾃﾞ      /3       1992年

132 1140019355 電子立国日本の自叙伝 　４ 　 　ＮＨＫソフトウェア      549.8   /ﾃﾞ      /4       1992年

133 1140003938 今田 美奈子のすてきなお菓子づくり 　１ 　今田 美奈子 　パイオニアＬＤＣ株式会社      596     /ｲ       /1       1995年

134 1140003946 今田 美奈子のすてきなお菓子づくり 　２ 　今田 美奈子 　パイオニアＬＤＣ株式会社      596     /ｲ       /2       1995年

135 1140003953 今田美奈子のすてきなお菓子づくり 　３ 　今田 美奈子 　パイオニアＬＤＣ株式会社      596     /ｲ       /3       1995年

136 1140003961 今田美奈子のすてきなお菓子づくり 　４ 　今田 美奈子 　パイオニアＬＤＣ株式会社      596     /ｲ       /4       1995年

137 1140001726 きょうの健康―家庭の医学― 　１ 　矢崎義雄∥［ほか］出演 　ＮＨＫソフトウェア      598     /ｷ       /1       1998年3月

138 1140001825 きょうの健康―家庭の医学― 　１０ 　野末悦子∥出演 　ＮＨＫソフトウェア      598     /ｷ       /10      1998年3月

139 1140001734 きょうの健康―家庭の医学― 　２ 　河盛隆造∥出演 　ＮＨＫソフトウェア      598     /ｷ       /2       1998年3月

140 1140001742 きょうの健康―家庭の医学― 　３ 　上松瀬勝男∥［ほか］出演 　ＮＨＫソフトウェア      598     /ｷ       /3       1998年3月

141 1140001759 きょうの健康―家庭の医学― 　４ 　篠原幸人∥［ほか］出演 　ＮＨＫソフトウェア      598     /ｷ       /4       1998年3月

142 1140001775 きょうの健康―家庭の医学― 　６ 　徳永勝人∥［ほか］出演 　ＮＨＫソフトウェア      598     /ｷ       /6       1998年3月

143 1140001783 きょうの健康―家庭の医学― 　７ 　林成之∥［ほか］出演 　ＮＨＫソフトウェア      598     /ｷ       /7       1998年3月

144 1140001791 きょうの健康―家庭の医学― 　８ 　植田理彦∥出演 　ＮＨＫソフトウェア      598     /ｷ       /8       1998年3月

145 1140001809 きょうの健康―家庭の医学― 　９ 　大田仁史∥［ほか］出演 　ＮＨＫソフトウェア      598     /ｷ       /9       1998年3月

146 1140000942 これだけは知っておきたい応急手当 応急手当の基本 　１ 　森光徳子∥監修 　株式会社インターメディカ      598     /ｺ       /1       

147 1140000959 これだけは知っておきたい応急手当 応急手当の基本 　２ 　森光徳子∥監修 　株式会社インターメディカ      598     /ｺ       /2       

148 1140000967 これだけは知っておきたい応急手当 お年寄りの応急手当 　３ 　森光徳子∥監修 　株式会社インターメディカ      598     /ｺ       /3       

149 1140000975 これだけは知っておきたい応急手当 乳児の応急手当 　４ 　森光徳子∥監修 　株式会社インターメディカ      598     /ｺ       /4       
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150 1140000983 これだけは知っておきたい応急手当 幼児の応急手当 　５ 　森光徳子∥監修 　株式会社インターメディカ      598     /ｺ       /5       

151 1140000892 後藤栄子先生の在宅介護教室 　１ 　後藤 栄子∥監修・指導 　（有）暮らしの映像社      598     /ｺﾞ      /1       

152 1140000900 後藤栄子先生の在宅介護教室 　２ 　後藤 栄子∥監修・指導 　（有）暮らしの映像社      598     /ｺﾞ      /2       

153 1140000918 後藤栄子先生の在宅介護教室 　３ 　後藤 栄子∥監修・指導 　（有）暮らしの映像社      598     /ｺﾞ      /3       

154 1140000926 後藤栄子先生の在宅介護教室 　４ 　後藤 栄子∥監修・指導 　（有）暮らしの映像社      598     /ｺﾞ      /4       

155 1140000934 後藤栄子先生の在宅介護教室 　５ 　後藤 栄子∥監修・指導 　（有）暮らしの映像社      598     /ｺﾞ      /5       

156 1140001767 きょうの健康―家庭の医学― 　５ 　西満正∥［ほか］出演 　ＮＨＫソフトウェア      598     /ﾆ       /5       1998年3月

157 1140004316 赤ちゃんの科学 　１ 　 　株式会社ポニー      599     /ｱ       /1       

158 1140004324 赤ちゃんの科学 　２ 　 　株式会社ポニー      599     /ｱ       /2       

159 1140003805 素敵なフラワーデザイン 　１ 　 　株式会社ビームエンタテイメント     627     /ｽ       /1       1994年

160 1140003813 素敵なフラワーデザイン 　２ 　 　株式会社ビームエンタテイメント     627     /ｽ       /2       1994年

161 1140003821 素敵なフラワーデザイン 　３ 　 　株式会社ビームエンタテイメント     627     /ｽ       /3       1994年

162 1140009869 ユネスコ世界遺産 　１ 　槇 大輔∥ナレーション 　株式会社キョクイチ      709     /ﾕ       /1       1998年

163 1140009901 ユネスコ世界遺産 　１０ 　槇 大輔∥ナレーション 　株式会社キョクイチ      709     /ﾕ       /10      1998年

164 1140009851 ユネスコ世界遺産 　２ 　槇 大輔∥ナレーション 　株式会社キョクイチ      709     /ﾕ       /2       1998年

165 1140009992 ユネスコ世界遺産 　３ 　槇 大輔∥ナレーション 　株式会社キョクイチ      709     /ﾕ       /3       1998年

166 1140009984 ユネスコ世界遺産 　４ 　槇 大輔∥ナレーション 　株式会社キョクイチ      709     /ﾕ       /4       1998年

167 1140009976 ユネスコ世界遺産 　５ 　槇 大輔∥ナレーション 　株式会社キョクイチ      709     /ﾕ       /5       1998年

168 1140009968 ユネスコ世界遺産 　６ 　槇 大輔∥ナレーション 　株式会社キョクイチ      709     /ﾕ       /6       1998年

169 1140009950 ユネスコ世界遺産 　７ 　槇 大輔∥ナレーション 　株式会社キョクイチ      709     /ﾕ       /7       1998年

170 1140009943 ユネスコ世界遺産 　８ 　槇 大輔∥ナレーション 　株式会社キョクイチ      709     /ﾕ       /8       1998年

171 1140009935 ユネスコ世界遺産 　９ 　槇 大輔∥ナレーション 　株式会社キョクイチ      709     /ﾕ       /9       1998年

172 1140016013 美女と野獣 　スペシャル・リミテッド・エディション　 　ブエナ ビスタ ホーム エンターテイメント     778     /        /        

173 1140019041 三人の騎士 　 　 　ブエナ ビスタ ホーム エンターテインメント     778     /        /        

174 1140007038 アリエル 　 　 　ブエナ ビスタ ホーム エンターテイメント     778     /ｱ       /        

175 1140014570 海がきこえる 　 　望月 智充∥監督 　ブエナ ビスタ ホーム エンターテイメント     778     /ｳ       /        

176 1140014851 おもひでぽろぽろ 　 　高畑 勲∥監督 　ブエナ ビスタ ホーム エンターテイメント     778     /ｵ       /        

177 1140002088 おしゃれキャット 　 　 　ブエナ ビスタ ホーム エンターテイメント     778     /ｵ       /        

178 1140016070 からすのパンやさん 　 　小泉 謙三∥作画監督 　      778     /ｶ       /        

179 1140019959 くまのプーさん 　 　 　ブエナ ビスタ ホーム エンターテイメント     778     /ｸ       /        

180 1140014901 紅の豚 　 　宮崎 駿∥原作・脚本・監督 　      778     /ｸ       /        

181 1140002096 くまのプーさん 　 　 　ブエナ ビスタ ホーム エンターテイメント     778     /ｸ       /        

182 1140019967 くまのプーさん 　 　 　ブエナ ビスタ ホーム エンターテイメント     778     /ｸ       /        

183 1140003698 こぶたのピグリン・ブランドのおはなし 　 　ビアトリクス・ポター∥原作 　ポニーキャニオン フジテレビ      778     /ｺ       /        1993年

184 1140005438 スヌーピーの大冒険 　 　チャールズ・Ｍ・シュルツ∥原作・脚本　20世紀フォックスホームエンタティメントジャパン株式会社     778     /ｽ       /        1996年

185 1140005420 スヌーピーとチャーリーブラウン 　 　チャールズ・Ｍ・シュルツ∥原作・脚本　20世紀フォックスホームエンタティメントジャパン株式会社     778     /ｽ       /        1996年

186 1140010974 アスパラガス 　 　スーザン・ピット∥監督・作画 　（株）ダゲレオ出版      778     /ｽ       /        1997年12月

187 1140011048 スヌーピー・ベストコレクション 　１ 　 　(株)ポニーキャニオン      778     /ｽ       /1       2000年4月
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188 1140014208 スヌーピー・ベストコレクション 　２ 　 　(株)ポニーキャニオン      778     /ｽ       /2       2000年4月

189 1140014216 スヌーピー・ベストコレクション 　３ 　 　(株)ポニーキャニオン      778     /ｽ       /3       2000年4月

190 1140014224 スヌーピー・ベストコレクション 　４ 　 　(株)ポニーキャニオン      778     /ｽ       /4       2000年5月

191 1140014232 スヌーピー・ベストコレクション 　５ 　 　(株)ポニーキャニオン      778     /ｽ       /5       2000年5月

192 1140014240 スヌーピー・ベストコレクション 　６ 　 　(株)ポニーキャニオン      778     /ｽ       /6       2000年5月

193 1140014257 スヌーピー・ベストコレクション 　７ 　 　(株)ポニーキャニオン      778     /ｽ       /7       2000年6月

194 1140014265 スヌーピー・ベストコレクション 　８ 　 　(株)ポニーキャニオン      778     /ｽ       /8       2000年6月

195 1140014273 スヌーピー・ベストコレクション 　９ 　 　(株)ポニーキャニオン      778     /ｽ       /9       2000年6月

196 1140011576 ターザン 　 　 　      778     /ﾀ       /        

197 1140010594 火垂るの墓 　 　高畑 勲∥監督 　ブエナ ビスタ ホーム エンターテイメント     778     /ﾀ       /        

198 1140010602 天空の城ラピュタ 　 　宮崎 駿∥監督・脚本・プローデュース　ブエナ ビスタ ホーム エンターテイメント     778     /ﾃ       /        

199 1140011212 トイ・ストーリ 特別版 　 　バズ・ライトイヤー∥所ジョージ／ティム・アレン：声　      778     /ﾄ       /        1998年

200 1140004514 トムとジェリー 　１４ 　フレッド・クインビー∥製作・監督　ワーナー・ホーム・ビデオ      778     /ﾄ       /14      

201 1140013101 はだしのゲン 　１ 　中沢 啓治∥原作・脚本・製作　      778     /ﾊ       /1       

202 1140013093 はだしのゲン 　２ 　中沢 啓治∥原作・脚本・製作　      778     /ﾊ       /2       

203 1140010685 バグズライフ 　 　ランディ・ニューマン∥音楽 　ブエナ ビスタ ジャパン株式会社     778     /ﾊﾞ      /        

204 1140010313 パンダコパンダ 　 　宮崎 駿∥原案・脚本・画面設定　ポニーキャニオン      778     /ﾊﾟ      /        1994年11月

205 1140019512 ピーターパン 　 　 　ブエナ ビスタ ホーム エンターテインメント     778     /ﾋﾟ      /        

206 1140015924 エスパー魔美 　１ 　藤子・Ｆ・不二雄∥原作 　ＮＨＫソフトウェア      778     /ﾌ       /1       2002年7月

207 1140015932 エスパー魔美 　２ 　藤子・Ｆ・不二雄∥原作 　ＮＨＫソフトウェア      778     /ﾌ       /2       2002年7月

208 1140015940 エスパー魔美 　３ 　藤子・Ｆ・不二雄∥原作 　ＮＨＫソフトウェア      778     /ﾌ       /3       2002年7月

209 1140014562 平成狸合戦ぽんぽこ 　 　高畑 勲∥原作・脚本・監督 　      778     /ﾍ       /        

210 1140020254 ホーホケキョ となりの山田くん 　 　高畑 勲∥監督・脚本 　ブエナ ビスタ ホーム エンターテイメント     778     /ﾎ       /        

211 1140002138 魔女の宅急便 　 　宮崎 駿∥監督・脚本・プローデュース　ブエナ ビスタ ホーム エンターテイメント     778     /ﾏ       /        

212 1140002120 風の谷のナウシカ 　 　宮崎 駿∥監督・脚本・原作 　ブエナ ビスタ ホーム エンターテイメント     778     /ﾐ       /        

213 1140019850 となりのトトロ 　 　宮崎 駿∥監督・脚本・原作 　ブエナ ビスタ ホーム エンターテイメント     778     /ﾐ       /        

214 1140002112 耳をすませば 　 　宮崎 駿∥絵コンテ・脚本・プローデュース　ブエナ ビスタ ホーム エンターテイメント     778     /ﾐ       /        

215 1140002260 名犬ラッシー 　１ 　本橋 浩一∥製作 　バンダイビジュアル（株）      778     /ﾒ       /1       1996年

216 1140002278 名犬ラッシー 　２ 　本橋 浩一∥製作 　バンダイビジュアル（株）      778     /ﾒ       /2       1996年

217 1140002286 名犬ラッシー 　３ 　本橋 浩一∥製作 　バンダイビジュアル(株）      778     /ﾒ       /3       1996年

218 1140002294 名犬ラッシー 　４ 　本橋 浩一∥製作 　バンダイビジュアル(株）      778     /ﾒ       /4       1996年

219 1140002302 名犬ラッシー 　５ 　本橋 浩一∥製作 　バンダイビジュアル(株）      778     /ﾒ       /5       1996年

220 1140002310 名犬ラッシー 　６ 　本橋 浩一∥製作 　バンダイビジュアル(株）      778     /ﾒ       /6       1996年

221 1140002328 名犬ラッシー 　７ 　本橋 浩一∥製作 　バンダイビジュアル（株）      778     /ﾒ       /7       1996年

222 1140004290 もののけ姫 　 　宮崎 駿∥監督 　ブエナ ビスタ ホーム エンターテイメント     778     /ﾓ       /        1997年

223 1140001254 拳銃無宿 　 　淀川 長治∥総監修 　株式会社図書館流通センター     778     /ﾖ       /26      

224 1140010784 ライオンキングⅡ 　 　 　ブエナ ビスタ ホーム エンターテイメント     778     /ﾗ       /2       

225 1140014174 ルパン三世 カリオストロの城 　 　モンキー・パンチ∥原作 　      778     /ﾙ       /        
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226 1140014141 ルパン三世 バビロンの黄金伝説 　 　モンキー・パンチ∥原作 　      778     /ﾙ       /        

227 1140014158 ルパン三世 風魔一族の陰謀 　 　モンキー・パンチ∥原作 　      778     /ﾙ       /        

228 1140019124 ロビンフッド 　 　 　ブエナ ビスタ ホーム エンターテインメント     778     /ﾛ       /        

229 1140007277 男はつらいよ 　第１作 　山田 洋二∥原作・監督 　松竹株式会社ビデオ事業部      778.1   /ｵ       /1       

230 1140005461 インデペンデンス・デイ 　 　ローランド・エメリッヒ∥監督 　20世紀フォックス・ホーム・エンターティメントジャパン株式会社     778.2   /ｲ       /        1996年

231 1140004332 グレムリン 　 　スチーブン・スピルバーグ∥制作総指揮　ワーナー・ホーム・ビデオ      778.2   /ｸﾞ      /        1990年

232 1140004662 グレムリン 　２ 　スティーブン・スピルバーグ∥製作総指揮　ワーナー・ホーム・ビデオ      778.2   /ｸﾞ      /2       1984年

233 1140019942 サマー・オブ・サム 　 　エレン・クーラス∥撮影監督 　      778.2   /ｻ       /        

234 1140003896 スィート・ロード 　 　ドット・ホーランド∥監督 　パイオニアＬＤＣ株式会社      778.2   /ｽ       /        1989年

235 1140005412 ホーム・アローン 　 　クリス・コロンバス∥監督 　20世紀フォックスホームエンターティメントジャパン株式会社     778.2   /ﾎ       /        1996年

236 1140013804 ムトゥ踊るマハラジャ 　 　Ｋ・Ｓ・ラヴィクマール∥監督・脚本・台詞　(株)ポニーキャニオン      778.2   /ﾑ       /        2000年6月

237 1140019090 メリーポピンズ 　 　 　      778.2   /ﾒ       /        

238 1140004274 １０１ 　 　スティーヴン・へレク∥監督 　ポニーキャニオン      778.2   /ﾜ       /        

239 1140013242 昭和 名人芸大全 　初日 　神津 友好∥監修・解説 　ＮＨＫソフトウェア      779     /ｼ       /1       1999年11月

240 1140013259 昭和 名人芸大全 　ニ日目 　神津 友好∥監修・解説 　ＮＨＫソフトウェア      779     /ｼ       /2       1999年11月

241 1140013267 昭和 名人芸大全 　三日目 　神津 友好∥監修・解説 　ＮＨＫソフトウェア      779     /ｼ       /3       1999年11月

242 1140013275 昭和 名人芸大全 　四日目 　神津 友好∥監修・解説 　ＮＨＫソフトウェア      779     /ｼ       /4       1999年11月

243 1140013283 昭和 名人芸大全 　五日目 　神津 友好∥監修・解説 　ＮＨＫソフトウェア      779     /ｼ       /5       1999年11月

244 1140013291 昭和 名人芸大全 　楽日 　神津 友好∥監修・解説 　ＮＨＫソフトウェア      779     /ｼ       /6       1999年11月

245 1140001528 エアロビクスを楽しむ 　 　知念かおる∥講師 　ＮＨＫエデュケーショナル      781     /ｷ       /        1994年3月

246 1140001510 エアロビクスを楽しむ 　 　知念かおる∥講師 　ＮＨＫエデュケーショナル      781     /ｼ       /        1994年2月

247 1140001544 エアロビクスを楽しむ 　 　知念かおる∥講師 　ＮＨＫエデュケーショナル      781     /ｼ       /        1994年6月

248 1140001536 エアロビクスを楽しむ 　 　知念かおる∥講師 　ＮＨＫエデュケーショナル      781     /ｿ       /        1994年6月

249 1140001502 エアロビクスを楽しむ 　 　知念かおる∥講師 　ＮＨＫエデュケーショナル      781     /ﾋﾞ      /        1994年1月

250 1140003078 きみたちのサッカー 　１ 　堀田哲爾（日本サッカー協会少年委員委員長）∥監修　株式会社日本ハイテックビジネス     783     /ｷ       /1       

251 1140003086 きみたちのサッカー 　２ 　堀田哲爾（日本サッカー協会少年委員委員長）∥監修　株式会社日本ハイテックビジネス     783     /ｷ       /2       

252 1140003094 きみたちのサッカー 　３ 　堀田哲爾（日本サッカー協会少年委員委員長）∥監修　株式会社日本ハイテックビジネス     783     /ｷ       /3       

253 1140003102 きみたちのサッカー 　４ 　堀田哲爾（日本サッカー協会少年委員委員長）∥監修　株式会社日本ハイテックビジネス     783     /ｷ       /4       

254 1140003110 きみたちのサッカー 　５ 　堀田哲爾（日本サッカー協会少年委員委員長）∥監修　株式会社日本ハイテックビジネス     783     /ｷ       /5       

255 1140003128 きみたちのサッカー 　６ 　堀田哲爾（日本サッカー協会少年委員委員長）∥監修　株式会社日本ハイテックビジネス     783     /ｷ       /6       

256 1140003136 きみたちのサッカー 　７ 　堀田哲爾（日本サッカー協会少年委員委員長）∥監修　株式会社日本ハイテックビジネス     783     /ｷ       /7       

257 1140003144 きみたちのサッカー 　８ 　堀田哲爾（日本サッカー協会少年委員委員長）∥監修　株式会社日本ハイテックビジネス     783     /ｷ       /8       

258 1140013788 ゴー トゥー シドニー 　Ｕ－２０編 　 　株式会社ポニーキャニオン      783     /ｺﾞ      /Uｰ20ﾍﾝ  1999年8月

259 1140013796 ゴー トゥー シドニー 　Ｕ－２３編 　 　株式会社ポニーキャニオン      783     /ｺﾞ      /Uｰ23ﾍﾝ  1999年8月

260 1140003987 はじめてのファミリーキャンプ 　 　内田 幸一∥監修 　パイオニアＬＤＣ株式会社      786     /ﾊ       /        1996年

261 1140003995 はじめてのファミリーキャンプ 　 　内田 幸一∥監修 　パイオニアＬＤＣ株式会社      786     /ﾊ       /        1996年

262 1140004019 はじめてのファミリーキャンプ 　 　内田 幸一∥監修 　パイオニアＬＤＣ株式会社      786     /ﾊ       /        1996年

263 1140003979 はじめてのファミリーキャンプ 　 　内田 幸一∥監修 　パイオニアＬＤＣ株式会社      786     /ﾊ       /        1996年
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264 1140004001 はじめてのファミリーキャンプ 　 　内田 幸一∥監修 　パイオニアＬＤＣ株式会社      786     /ﾊ       /        1996年

265 1140001627 アロハフラ！フラダンス入門 　１ 　井上ケイ∥講師 　ＮＨＫソフトウェア      799     /ｱ       /1       1998年10月

266 1140001635 アロハフラ！フラダンス入門 　２ 　井上ケイ∥講師 　ＮＨＫソフトウェア      799     /ｱ       /2       1998年10月

267 1140011089 篠田忠のダンスきょうしつ ワルツ編 　 　篠田 忠∥講師 　(株)スタジオひまわり      799     /ｼ       /        

268 1140011071 篠田忠のダンスきょうしつ タンゴ編 　 　篠田 忠∥講師 　(株)スタジオひまわり      799     /ｼ       /        

269 1140011063 篠田忠のダンスきょうしつ スローフォックストロット編 　 　篠田 忠∥講師 　(株)スタジオひまわり      799     /ｼ       /        

270 1140011055 篠田忠のダンスきょうしつ クイックステップ編 　 　篠田 忠∥講師 　(株)スタジオひまわり      799     /ｼ       /        

271 1140015031 ハングル講座 　１ 　増田 忠幸∥講師 　      829     /ﾊ       /1       2001年7月

272 1140015064 ハングル講座 　３ 　増田 忠幸∥講師 　      829     /ﾊ       /3       2001年7月

273 1140015049 ハングル講座 　２ 　増田 忠幸∥講師 　      829     /ﾊﾟ      /2       2001年7月

274 1140013887 宇野千代のしあわせ 　上巻 　山本 陽子∥朗読 　小学館      910     /ｳ       /1       

275 1140013895 宇野千代のしあわせ 　下巻 　山本 陽子∥朗読 　小学館      910     /ｳ       /2       

276 1140013903 瀬戸内寂聴 雪月花 　１ 　瀬戸内 寂聴∥出演 　株式会社 小学館      910     /ｾ       /1       

277 1140013911 瀬戸内寂聴 雪月花 　２ 　瀬戸内 寂聴∥出演 　株式会社 小学館      910     /ｾ       /2       

278 1140013929 瀬戸内寂聴 雪月花 　３ 　瀬戸内 寂聴∥出演 　株式会社 小学館      910     /ｾ       /3       

279 1140001643 万葉の海山 　上巻 その一 　犬養孝∥解説・朗唱 　ＮＨＫソフトウェア      911     /ｲ       /1-1     1997年1月

280 1140001650 万葉の海山 　上巻 その二 　犬養孝∥解説・朗唱 　ＮＨＫソフトウェア      911     /ｲ       /1-2     1997年1月

281 1140001668 万葉の海山 　中巻 その一 　犬養孝∥解説・朗唱 　ＮＨＫソフトウェア      911     /ｲ       /2-1     1997年1月

282 1140001676 万葉の海山 　中巻 その二 　犬養孝∥解説・朗唱 　ＮＨＫソフトウェア      911     /ｲ       /2-2     1997年1月

283 1140001684 万葉の海山 　下巻 その一 　犬養孝∥解説・朗唱 　ＮＨＫソフトウェア      911     /ｲ       /3-1     1997年1月

284 1140001692 万葉の海山 　下巻 そのニ 　犬養孝∥解説・朗唱 　ＮＨＫソフトウェア      911     /ｲ       /3-2     1997年1月

285 1140020213 日本俳句紀行 　１ 　広瀬 修子∥朗読 　ＮＨＫソフトウェア      911.3   /ﾆ       /1       1995年10月

286 1140020148 日本俳句紀行 　１０ 　広瀬 修子∥朗読 　ＮＨＫソフトウェア      911.3   /ﾆ       /10      1995年10月

287 1140020130 日本俳句紀行 　１１ 　広瀬 修子∥朗読 　ＮＨＫソフトウェア      911.3   /ﾆ       /11      1995年10月

288 1140020122 日本俳句紀行 　１２ 　広瀬 修子∥朗読 　ＮＨＫソフトウェア      911.3   /ﾆ       /12      1995年10月

289 1140020205 日本俳句紀行 　２ 　広瀬 修子∥朗読 　ＮＨＫソフトウェア      911.3   /ﾆ       /2       1995年10月

290 1140020197 日本俳句紀行 　３ 　広瀬 修子∥朗読 　ＮＨＫソフトウェア      911.3   /ﾆ       /3       1995年10月

291 1140020163 日本俳句紀行 　４ 　広瀬 修子∥朗読 　ＮＨＫソフトウェア      911.3   /ﾆ       /4       1995年10月

292 1140020189 日本俳句紀行 　５ 　広瀬 修子∥朗読 　ＮＨＫソフトウェア      911.3   /ﾆ       /5       1995年10月

293 1140020171 日本俳句紀行 　６ 　広瀬 修子∥朗読 　ＮＨＫソフトウェア      911.3   /ﾆ       /6       1995年10月

294 1140020155 日本俳句紀行 　７ 　広瀬 修子∥朗読 　ＮＨＫソフトウェア      911.3   /ﾆ       /7       1995年10月

295 1140019223 日本俳句紀行 　８ 　広瀬 修子∥朗読 　ＮＨＫソフトウェア      911.3   /ﾆ       /8       1995年10月

296 1140019215 日本俳句紀行 　９ 　広瀬 修子∥朗読 　ＮＨＫソフトウェア      911.3   /ﾆ       /9       1995年10月

297 1140019520 源氏物語の女性たち 　１ 　瀬戸内 寂聴∥講義 　ＮＨＫソフトウェア      913     /ｹﾞ      /1       

298 1140019538 源氏物語の女性たち 　２ 　瀬戸内 寂聴∥講義 　ＮＨＫソフトウェア      913     /ｹﾞ      /2       

299 1140019645 源氏物語の女性たち 　３ 　瀬戸内 寂聴∥講義 　ＮＨＫソフトウェア      913     /ｹﾞ      /3       

300 1140019652 源氏物語の女性たち 　４ 　瀬戸内 寂聴∥講義 　ＮＨＫソフトウェア      913     /ｹﾞ      /4       

301 1140019553 源氏物語の女性たち 　５ 　瀬戸内 寂聴∥講義 　ＮＨＫソフトウェア      913     /ｹﾞ      /5       
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302 1140019587 源氏物語の女性たち 　１０ 　瀬戸内 寂聴∥講義 　ＮＨＫソフトウェア      913     /ｾ       /10      

303 1140019611 源氏物語の女性たち 　１１ 　瀬戸内 寂聴∥講義 　ＮＨＫソフトウェア      913     /ｾ       /11      

304 1140019603 源氏物語の女性たち 　１２ 　瀬戸内 寂聴∥講義 　ＮＨＫソフトウェア      913     /ｾ       /12      

305 1140019546 源氏物語の女性たち 　６ 　瀬戸内 寂聴∥講義 　ＮＨＫソフトウェア      913     /ｾ       /6       

306 1140019629 源氏物語の女性たち 　７ 　瀬戸内 寂聴∥講義 　ＮＨＫソフトウェア      913     /ｾ       /7       

307 1140019637 源氏物語の女性たち 　８ 　瀬戸内 寂聴∥講義 　ＮＨＫソフトウェア      913     /ｾ       /8       

308 1140019595 源氏物語の女性たち 　９ 　瀬戸内 寂聴∥講義 　ＮＨＫソフトウェア      913     /ｾ       /9       

309 1140019504 石川忠久の漢詩紀行１００選 　第一巻 　石川 忠久∥監修 　ＮＨＫソフトウェア      921     /ｲ       /ﾀﾞｲｲﾁｶﾝ 

310 1140019447 石川忠久の漢詩紀行１００選 　第九巻 　石川 忠久∥監修 　ＮＨＫソフトウェア      921     /ｲ       /ﾀﾞｲｷｭｳｶﾝ

311 1140019462 石川忠久の漢詩紀行１００選 　第五巻 　石川 忠久∥監修 　ＮＨＫソフトウェア      921     /ｲ       /ﾀﾞｲｺﾞｶﾝ 

312 1140019439 石川忠久の漢詩紀行１００選 　第三巻 　石川 忠久∥監修 　ＮＨＫソフトウェア      921     /ｲ       /ﾀﾞｲｻﾝｶﾝ 

313 1140019488 石川忠久の漢詩紀行１００選 　第十巻 　石川 忠久∥監修 　ＮＨＫソフトウェア      921     /ｲ       /ﾀﾞｲｼﾞｭｳｶ

314 1140019470 石川忠久の漢詩紀行１００選 　第七巻 　石川 忠久∥監修 　ＮＨＫソフトウェア      921     /ｲ       /ﾀﾞｲﾅﾅｶﾝ 

315 1140019579 石川忠久の漢詩紀行１００選 　第ニ巻 　石川 忠久∥監修 　ＮＨＫソフトウェア      921     /ｲ       /ﾀﾞｲﾆｶﾝ  

316 1140019454 石川忠久の漢詩紀行１００選 　第八巻 　石川 忠久∥監修 　ＮＨＫソフトウェア      921     /ｲ       /ﾀﾞｲﾊﾁｶﾝ 

317 1140019561 石川忠久の漢詩紀行１００選 　第四巻 　石川 忠久∥監修 　ＮＨＫソフトウェア      921     /ｲ       /ﾀﾞｲﾖﾝｶﾝ 

318 1140019496 石川忠久の漢詩紀行１００選 　第六巻 　石川 忠久∥監修 　ＮＨＫソフトウェア      921     /ｲ       /ﾀﾞｲﾛｸｶﾝ 

【CD】
319 1140007905 リンガフォン 米語中級コース ＣＤ版 　1 　ナンシー・ロジャース∥コース執筆　リンガフォン・ジャパン株式会社      713     /ﾘ       /1       1997年

320 1140007822 リンガフォン 米語初級コース ＣＤ版 　1 　教育開発アカデミー会長∥［ほか］監修　リンガフォン・ジャパン株式会社      713     /ﾘ       /1-1     1995年

321 1140007913 リンガフォン 米語中級コース ＣＤ版 　2 　ナンシー・ロジャース∥コース執筆　リンガフォン・ジャパン株式会社      713     /ﾘ       /2       1997年

322 1140007830 リンガフォン 米語初級コース ＣＤ版 　2 　教育開発アカデミー会長∥［ほか］監修　リンガフォン・ジャパン株式会社      713     /ﾘ       /2       1995年

323 1140007848 リンガフォン 米語初級コース ＣＤ版 　3 　教育開発アカデミー会長∥［ほか］監修　リンガフォン・ジャパン株式会社      713     /ﾘ       /3       1995年

324 1140007921 リンガフォン 米語中級コース ＣＤ版 　3 　ナンシー・ロジャース∥コース執筆　リンガフォン・ジャパン株式会社      713     /ﾘ       /3       1997年

325 1140007939 リンガフォン 米語中級コース ＣＤ版 　4 　ナンシー・ロジャース∥コース執筆　リンガフォン・ジャパン株式会社      713     /ﾘ       /4       1997年

326 1140007855 リンガフォン 米語初級コース ＣＤ版 　4 　教育開発アカデミー会長∥［ほか］監修　リンガフォン・ジャパン株式会社      713     /ﾘ       /4       1995年

327 1140007863 リンガフォン 米語初級コース ＣＤ版 　5 　教育開発アカデミー会長∥［ほか］監修　リンガフォン・ジャパン株式会社      713     /ﾘ       /5       1995年

328 1140007947 リンガフォン 米語中級コース ＣＤ版 　5 　ナンシー・ロジャース∥コース執筆　リンガフォン・ジャパン株式会社      713     /ﾘ       /5       1997年

329 1140007954 リンガフォン 米語中級コース ＣＤ版 　6 　ナンシー・ロジャース∥コース執筆　リンガフォン・ジャパン株式会社      713     /ﾘ       /6       1997年

330 1140007871 リンガフォン 米語初級コース ＣＤ版 　6 　教育開発アカデミー会長∥［ほか］監修　リンガフォン・ジャパン株式会社      713     /ﾘ       /6       1995年

331 1140007962 リンガフォン 米語中級コース ＣＤ版 　7 　ナンシー・ロジャース∥コース執筆　リンガフォン・ジャパン株式会社      713     /ﾘ       /7       1997年

332 1140007889 リンガフォン 米語初級コース ＣＤ版 　7 　教育開発アカデミー会長∥［ほか］監修　リンガフォン・ジャパン株式会社      713     /ﾘ       /7       1995年

333 1140007897 リンガフォン 米語初級コース ＣＤ版 　8 　教育開発アカデミー会長∥［ほか］監修　リンガフォン・ジャパン株式会社      713     /ﾘ       /8       1995年

334 1140007970 リンガフォン 米語中級コース ＣＤ版 　8 　ナンシー・ロジャース∥コース執筆　リンガフォン・ジャパン株式会社      713     /ﾘ       /8       1997年

【DVD】
335 1140013846 四季上高地 　 　 　山と渓谷社      291     /ｼ       /        1996年12月

336 1140013812 信濃奥紀行 　 　小林 一茶∥句 　テイチク株式会社      291     /ｼ       /        1998年7月
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337 1140013820 信州文化紀行 　 　高橋 明彦∥ディレクター 　松下電器産業株式会社      291     /ｼ       /        1998年1月

338 1140009174 高山植物 　 　 　山と渓谷社      471     /ｺ       /        1996年12月

339 1140013424 ＷＨＡＬＥ ＷＯＲＬＤ 　 　望月 昭伸∥撮影 　株式会社紀伊国屋書店      489     /ﾓ       /        2000年

340 1140013440 オーディナリー・ヨーロッパ 　 　大野 雄二∥音楽 　パイオニア株式会社      748     /ｵ       /        1998年

341 1140013473 北欧浪漫ＳＣＡＮＤＩＮＡＶＩＡＮ ＬＹＲＩＣ 　 　都留 教博∥ヴァイオリン演奏 　パイオニアＬＤＣ株式会社      748     /ﾎ       /        1999年10月

342 1140015577 ニューイヤー・コンサート ２００２ 　 　小澤 征爾∥指揮 　      764     /ｵ       /        2002年3月

343 1140013432 ゴールド＆シルバー・ガラ・コンサート 　 　プラシド・ドミンゴ∥歌 　パイオニアＬＤＣ株式会社      766     /ﾌ       /        

344 1140021500 ＳＨＡＮＧＲＩＬＡ Ⅱ 　 　松任谷 由美∥歌 　東芝ＥＭＩ株式会社      767     /ﾏ       /        2004年2月

345 1140009604 ＧＴＯ 　 　伊尾喜 大祐∥監督 　      778.1   /ｲ       /        2000年7月

346 1140009596 踊る大捜査線 ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ 　 　君塚 良一∥脚本 　フジテレビ∥発売元      778.1   /ｷ       /        2000年7月

347 1140019892 海の上のピアニスト 　 　ジュゼッペ・トルナトーレ∥監督・脚本　      778.2   /ｳ       /        1999年

348 1140009646 エンド・オブ・デイズ 　 　ピーター・ハイアムズ∥監督 　東宝株式会社      778.2   /ｴ       /        2000年8月

349 1140010487 大運河 　 　ロジェ・ヴァディム∥監督・原作・脚本　株式会社アイ・ヴィー・シー      778.2   /ﾀﾞ      /        

350 1140013028 昼顔 　 　ルイス・ブニュエル∥監督 　バンダイ ビジュアル株式会社      778.2   /ﾋ       /        

351 1140013036 望郷 　 　ジュリアン・デュヴィヴィエ∥監督 　バンダイ ビジュアル株式会社      778.2   /ﾎﾞ      /        

352 1140020759 私は「うつ依存症」の女 　 　クリスティーナ・リッチ∥出演 　発売元∥㈱アートポート 販売元㈱パピネット・ピクチャーズ     778.2   /ﾜ       /        2002年

353 1140009208 里谷 多英 　 　里谷 多英 　山と渓谷社      784     /ｻ       /        1998年12月

354 1140009190 ジャン・リュック・ブラッサール 世界最高・最新のモーグルテクニック 　 　ジャン・リュック・ブラッサール 　山と渓谷社      784     /ｾ       /        1997年2月

355 1140009182 渡辺一樹のベストスキーイング 　 　渡辺 一樹 　山と渓谷社      784     /ﾜ       /        1996年12月

【絵本】
356 1120133275 くまのプーさんおしえて!はんたいことば 　 　ウォルト　ディズニー　エンタプライズ∥え　大日本絵画      E       /ｸ       /        2000年

館合計資料 356 冊

合計資料 356 冊
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