CDI からのご案内 中高等部図書館日本セクション 2017 年
DVD リスト
CDI中高等部図書館で貸し出し可能となっております日本映画 DVD をお知らせ致します。
各セクションからも幅広いジャンルの DVD を揃えておりますので、是非ご利用下さい。
DVD貸し出しは CDI受付にてお１人１枚/１週間 となっております。
DVDの購入は CIまたはCDIにより 著作権、頒布権をクリアーした限定作品から選出されております。
そのため、希望選定はできませんので、ご理解くださいます様 お願い申し上げます。
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