
※このリストは、表記の時点でのものです。その後、修理中・破損などの理由で利用できなくなったものも含まれる可能性があります。ご了承ください。

No. 資料コード 資料名 　著者名 　出版者 　請求記号

1 140029786 絵本読み聞かせ 　2 　代田 知子∥解説 実践　アスク      019     /ｴ       /ﾒｾﾅ     

2 140029778 絵本読み聞かせ 　1 　代田 知子∥解説 実践　アスク      019     /ｴ       /ﾒｾﾅ     

3 140028689 にこにこがおー! 　 　 　HiHiRecords      368     /ﾆ       /        

4 140028648 ぐらぐらどーん! 　 　 　HiHiRecords      369     /ｸﾞ      /        

5 140028655 びゅうびゅうざざー! 　 　 　HiHiRecords      369     /ﾋﾞ      /        

6 140028663 めらめらもくもく! 　 　 　HiHiRecords      369     /ﾒ       /        

7 140028101 光る泥だんご 　初・上級編　 　ひとなる書房      376     /ﾋ       /ﾒｾﾅ     

8 140029802 ことわざムービーズ 　下巻 　おかだ よう∥企画 監督　アニプレックス      388     /ｺ       /ﾒｾﾅ     

9 140029794 ことわざムービーズ 　上巻 　おかだ よう∥企画 監督　アニプレックス      388     /ｺ       /ﾒｾﾅ     

10 140029570 恐竜大進撃 　 　 　      457     /ｷ       /        

11 140029984 グレート・プラネット 　 　ｼﾞｬﾝ･ﾊﾌﾄ∥監督 　トランスワールドアソシエイツ     460     /ｸﾞ      /ﾒｾﾅ     

12 140028127 たねの話 　 　埴 沙萠∥撮影 　小学館      471     /ﾀ       /ﾒｾﾅ     

13 140013616 アニマル・ベイビーズ 　 　ｽﾃﾌｧﾝ･ｼﾞｬｯｸ∥監督 撮影　トランスワールドアソシエイツ     480     /ｱ       /        

14 140029653 あつまれ世界のゆかいな動物たち 　 　 　ピーエスジー      480     /ｱ       /        

15 140028176 大きい動物がいっぱい! 　 　 　ケー・アイ・コーポレーション     480     /ｵ       /        

16 140028184 かわいい動物がいっぱい! 　 　 　ケー・アイ・コーポレーション     480     /ｶ       /        

17 140028713 NEWどうぶつ 　 　 　ピーエスジー      480     /ﾆ       /        

18 140028119 カブト・クワガタ大博覧会 　 　今森 光彦∥撮影 　小学館      486     /ｶ       /ﾒｾﾅ     

19 140029588 虫・ムシおもしろ図鑑 　1 　 　      486     /ﾑ       /1       

20 140029596 虫・ムシおもしろ図鑑 　2 　 　      486     /ﾑ       /2       

21 140029604 虫・ムシおもしろ図鑑 　3 　 　      486     /ﾑ       /3       

22 140029885 スーパートレイン私鉄図鑑 　東日本編　 　ネオメディア      536     /ｽ       /ﾒｾﾅ     

23 140029893 スーパートレイン私鉄図鑑 　西日本編　 　ネオメディア      536     /ｽ       /ﾒｾﾅ     

24 140029919 鉄道ものしり図鑑 　私鉄編 　 　ネオメディア      536     /ﾃ       /ﾒｾﾅ     

25 140029901 鉄道ものしり図鑑 　JR編 　 　ネオメディア      536     /ﾃ       /ﾒｾﾅ     

26 140029638 NEWてつどう 　 　 　ビジュアル・ケイ      536     /ﾆ       /        

27 140028036 乗り物いろいろ大集合! 　 　 　エンドレス      536     /ﾉ       /ﾒｾﾅ     

28 140030008 おかえりなさい-はやぶさ 　 　 　関西テレビ放送      538     /ｵ       /ﾒｾﾅ     

29 140028325 ひこうき・ふね 　 　 　ピーエスジー      538     /ﾋ       /        

30 140028028 新幹線大集合! 　 　 　ピーエスジー      546     /ｼ       /ﾒｾﾅ     

31 140029620 NEWしんかんせん 　 　 　ビジュアル・ケイ      546     /ﾆ       /        

32 140028671 ぶーぶーききー! 　 　 　HiHiRecords      681     /ﾌﾞ      /        

33 140028143 いわさきちひろ 　 　海南 友子∥監督 　ホライズン・フィーチャーズ     726     /ｲ       /        

34 140029968 トーヴェ・ヤンソンのムーミン 　 　ﾄｰｳﾞｪ･ﾔﾝｿﾝ∥絵 　角川コンテンツゲート     726     /ﾄ       /ﾒｾﾅ     

35 140028010 とびだす絵本 　 　堀江 美都子∥歌 声　ポニーキャニオン      726     /ﾄ       /ﾒｾﾅ     

36 140028762 新美南吉傑作童話集 　 　新美 南吉‖著 　トーキョーヴィジョン      726     /ﾆ       /        

37 140028077 星の王子さま 　 　ｻﾝ=ﾃｸﾞｼﾞｭﾍﾟﾘ∥原作　キャピタルピクチャーズ     726     /ﾎ       /ﾒｾﾅ     

38 140028267 やなせたかし 　 　やなせ たかし∥出演 　      726     /ﾔ       /        

39 140029521 いたいのとんでけ～★ 　 　香川 豊∥監督 　げんきげんきノンタン製作委員会     778     /ｲ       /        

40 140028150 5つの名作集 　 　ｼﾞｭﾘｵ･ｼﾞｬﾝﾆｰﾆ∥監督　日本コロムビア      778     /ｲ       /        

41 140029828 5つの名作集 　 　ｼﾞｭﾘｵ･ｼﾞｬﾝﾆｰﾆ∥監督　日本コロムビア      778     /ｲ       /ﾒｾﾅ     

42 140029869 うっかりペネロペ 　みんなともだち編　 　      778     /ｳ       /ﾒｾﾅ     

43 140028135 ウィンキーの白い馬 　 　ﾐｯｼｬ･ｶﾝﾌﾟ∥監督 　オンリー・ハーツ      778     /ｳ       /ﾒｾﾅ     

44 140006479 オズの魔法使 　 　ﾋﾞｸﾀｰ･ﾌﾚﾐﾝｸﾞ∥監督　ワーナー・ホーム・ビデオ     778     /ｵ       /        

45 140029752 王さまでかけましょう 　 　寺村 輝夫∥原作 　サン・エデュケーショナル     778     /ｵ       /ﾒｾﾅ     

46 140029950 おれたち、ともだち! 　 　土田 勇∥監督 　東映ビデオ      778     /ｵ       /ﾒｾﾅ     

47 140029711 かいけつゾロリ 　 　岩崎 知子∥監督 　ポニーキャニオン      778     /ｶ       /        

48 140028721 かいじゅうたちのいるところ 　 　スパイク・ジョーンズ/監督,脚本　ワーナー・ホーム・ビデオ     778     /ｶ       /        

49 140028358 風の谷のナウシカ 　 　宮崎 駿∥原作 脚本 監督　ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン     778     /ｶ       /        

50 140029976 かわいいミッフィー 　 　 　講談社      778     /ｶ       /ﾒｾﾅ     

51 140028168 ガラスのうさぎ 　 　四分一 節子∥監督 　ゴーゴービジュアル企画DVD普及委員会     778     /ｶﾞ      /        

52 140028085 木を植えた男 　 　ﾌﾚﾃﾞﾘｯｸ･ﾊﾞｯｸ∥監督 脚本 原画　ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン     778     /ｷ       /ﾒｾﾅ     

53 140029612 銀河がマロを呼んでいる 　 　大地 丙太郎∥監督 　      778     /ｷﾞ      /        

54 140029679 くまのがっこう 　 　児玉 徹郎∥監督 　フロンティアワークス      778     /ｸ       /        

55 140029729 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       /        

56 140028291 くるみ割り人形 　 　増田 ｾﾊﾞｽﾁｬﾝ∥監督　サンリオ      778     /ｸ       /        

57 140028200 劇場版ムーミン 　 　ﾏﾘｱ･ﾘﾝﾄﾞﾊﾞｰｸﾞ∥監督　アスミック      778     /ｹﾞ      /        

58 140029661 こねこのぴっち 　 　森田 和夫∥監督 作画 ｱﾆﾒｰｼｮﾝ　クリエイティヴ・コア      778     /ｺ       /        
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59 140028333 コウノトリ大作戦! 　 　ﾆｺﾗｽ･ｽﾄｰﾗｰ∥監督 脚本 製作　ワーナー・ブラザースホームエンターテイメント     778     /ｺ       /        

60 140028697 ざんねんないきもの事典 　 　徳永 真利子∥監督 　DMM.com      778     /ｻﾞ      /        

61 140002734 シンデレラ 　 　 　ケー・アイ・コーポレーション     778     /ｼ       /        

62 140028341 シンデレラ 　 　 　ウォルトディズニースタジオホームエンターテイメント     778     /ｼ       /        

63 140011222 ズートピア 　 　ﾊﾞｲﾛﾝ･ﾊﾜｰﾄﾞ∥監督 　ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン     778     /ｽﾞ      /        

64 140005935 ダンボ 　 　 　ケー・アイ・コーポレーション     778     /ﾀﾞ      /        

65 140028309 ちびまる子ちゃん 　「移動図書館がやってきた」の巻　須田 裕美子∥監督 　ポニーキャニオン      778     /ﾁ       /        

66 140028366 天空の城ラピュタ 　 　宮崎 駿∥原作 脚本 監督　ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン     778     /ﾃ       /        

67 140029992 とうきちとむじな 　 　片桐 隆∥演出 　北星      778     /ﾄ       /ﾒｾﾅ     

68 140028739 長くつ下ピッピの冒険物語 　 　ケン・アナキン監督,脚本　ソニー・ピクチャーズエンタテインメント     778     /ﾅ       /        

69 140029539 日本の昔ばなし 　[1] 　鈴木 卓夫∥監督 　日本コロムビア      778     /ﾆ       /1       

70 140028564 日本の昔ばなし 　[1] 　鈴木 卓夫∥監督 　日本コロムビア      778     /ﾆ       /1       

71 140028572 日本の昔ばなし 　[2] 　鈴木 卓夫∥監督 　日本コロムビア      778     /ﾆ       /2       

72 140028580 日本の昔ばなし 　[3] 　鈴木 卓夫∥監督 　日本コロムビア      778     /ﾆ       /3       

73 140028598 日本の昔ばなし 　[4] 　鈴木 卓夫∥監督 　日本コロムビア      778     /ﾆ       /4       

74 140028606 日本の昔ばなし 　[5] 　鈴木 卓夫∥監督 　日本コロムビア      778     /ﾆ       /5       

75 140028614 日本の昔ばなし 　[6] 　鈴木 卓夫∥監督 　日本コロムビア      778     /ﾆ       /6       

76 140029935 ねずみくんのチョッキ 　1 　若林 常夫∥監督 　東映ビデオ      778     /ﾈ       /ﾒｾﾅ     

77 140029943 ねずみくんのチョッキ 　2 　若林 常夫∥監督 　東映ビデオ      778     /ﾈ       /ﾒｾﾅ     

78 140028051 はじめましてトーマスシリーズ 　 　 　ソニー・クリエイティブプロダクツ     778     /ﾊ       /ﾒｾﾅ     

79 140029927 秘密の花園 　 　ｱﾆｴｽｶ･ﾎﾗﾝﾄﾞ∥監督　ワーナー・ホーム・ビデオ     778     /ﾋ       /ﾒｾﾅ     

80 140029687 宮西達也劇場おまえうまそうだな 　Vol.1 　瀧澤 正治∥監督 　トムス・エンタテインメント     778     /ﾐ       /1       

81 140029851 ミッフィーのゆめ 　 　 　講談社      778     /ﾐ       /ﾒｾﾅ     

82 140029844 ミッフィーのおじいさまとおばあさま 　 　 　講談社      778     /ﾐ       /ﾒｾﾅ     

83 140029836 ミッフィーとどうぶつえん 　 　 　講談社      778     /ﾐ       /ﾒｾﾅ     

84 140028218 ムーミン 　ママの巻 　ﾄｰﾍﾞ･ﾔﾝｿﾝ∥原作 監修　      778     /ﾑ       /        

85 140028226 ムーミン 　魔法の巻　ﾄｰﾍﾞ･ﾔﾝｿﾝ∥原作 監修　      778     /ﾑ       /        

86 140028317 ムーミン 　 　ｸﾞｻﾞｳﾞｨｴ･ﾋﾟｶﾙﾄﾞ∥監督　バップ      778     /ﾑ       /        

87 140028259 ムーミン 　パパの青春の巻　ﾄｰﾍﾞ･ﾔﾝｿﾝ∥原作 監修　      778     /ﾑ       /        

88 140028234 ムーミン 　友情の巻　ﾄｰﾍﾞ･ﾔﾝｿﾝ∥原作 監修　      778     /ﾑ       /        

89 140028192 ムーミン谷の彗星 　 　ﾏﾘｱ･ﾘﾝﾄﾞﾊﾞｰｸﾞ∥監督 編集　JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント     778     /ﾑ       /        

90 140028242 ムーミン 　冬の巻 　ﾄｰﾍﾞ･ﾔﾝｿﾝ∥原作 監修　      778     /ﾑ       /        

91 140028481 ムーミン谷とウィンターワンダーランド 　 　ﾔｺﾌﾞ･ﾌﾞﾛﾝｽｷ∥監督　アミューズソフト      778     /ﾑ       /        

92 140028374 もののけ姫 　 　宮崎 駿∥原作 脚本 監督　ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン     778     /ﾓ       /        

93 140029760 若草物語 　 　ｼﾞｮｰｼﾞ･ｷｭｰｶｰ∥監督　アイ・ヴィー・シー      778     /ﾜ       /ﾒｾﾅ     

94 140028556 紙芝居のはじまりはじまり 　 　右手 和子∥指導 出演　サン・エデュケーショナル     779     /ｶ       /        

95 140028044 けん玉の技123 　 　 　Density(製作)      798     /ｹ       /ﾒｾﾅ     

96 140028093 母と子のあやとり教室 　 　 　ハイリッチ      798     /ﾊ       /ﾒｾﾅ     

97 140012238 子どもに本を-石井桃子の挑戦 　1 　森 英男∥構成 演出　DoDo企画Kasabutakun FILM     910     /ｺ       /1       

98 140028275 子どもに本を-石井桃子の挑戦 　2 　森 英男∥構成 演出　DoDo企画Kasabutakun FILM     910     /ｺ       /2       

99 140028283 子どもに本を-石井桃子の挑戦 　3 　森 英男∥構成 演出　DoDo企画Kasabutakun FILM     910     /ｺ       /3       


