
さいたま市立中央図書館　所蔵マルチメディアデイジー一覧　※令和元年１２月時点

本書名 著者 時間

1 青いダイヤモンド（簡易版） コナン・ドイル 45分
2 赤いハイヒール(としょ付き) ロッタ・ソールセン 28分
3 あかずきんちゃん グリム兄弟 15分
4 あなたのことがだーいすき ヒド・ファン・ヘネヒテン 9分
5 アラジンとふしぎなランプ 菊池寛／訳　 1時間10分
6 ありがとう、フォルカーせんせい パトリシア・ポラッコ 34分
7 アリ・ババと四十人のどろぼう 菊池寛／訳　 41分
8 イチロー 佐藤　健 4時間12分
9 エリカ奇跡のいのち ルース・バンダー・ジー 28分
10 おっと合点承知之助 斉藤孝 19分
11 オツベルと象 宮澤賢治 25分
12 およぎたい　ゆきだるま(としょ付き) くぼ　りえ 8分
13 かいけつゾロリのきょうふの大ジャンプ 原　ゆたか 53分
14 かいけつゾロリのまほうのランプ～ッ 原　ゆたか 1時間24分
15 かいじゅうたちのいるところ モーリス・センダック 15分
16 風の又三郎 宮澤　賢治 2時間1分
17 かぜふぅふぅ　キュリー夫人の理科教室 吉祥 瑞枝 8分
18 きいろいばけつ もりやま　みやこ 27分
19 消えた白銀号（簡易版） コナン・ドイル 1時間13分
20 銀河鉄道の夜 宮沢賢治 2時間27分
21 蜘蛛の糸 芥川竜之介 8分
22 賢者の贈りもの オー・ヘンリー 26分

23

ゴーゴーもるもくん他 全８篇
「ゴーゴーもるもくん」
「恐竜あいうえお」
「まちをつくるじどうしゃ」
「モンスター・ホテルでパーティーだ」
「おはなしのろうそく1 ブドーリネク」
「おはなしのろうそく4 美しいワシリーサとババ・ヤガー」
「おはなしのろうそく5 三枚のお札」
「おはなしのろうそく13 北風に会いにいった少年」

4時間44分

24 故郷 魯迅 39分
25 ごんぎつね 新見南吉 16分
26 山月記 中島　敦 40分
27 三匹の子ぶた ジョゼフ・ジェイコブス 7分
28 失敗学のすすめ 畑村　洋太郎 7時間52分
29 児童の権利に関する条約 1時間30分
30 自閉症者からの紹介状 月文　瞭 38分
31 十五少年漂流記 ジュール＝ベルヌ 8時間19分
32 白雪姫 グリム 35分
33 シロクマくんのひみつ ヒド・ファン・ヘネヒテン 9分
34 せいめいのれきし バージニア・リー・バートン 1時間11分
35 高瀬舟 森　鴎外 44分
36 小さき者へ 有島　武郎 59分
37 注文の多い料理店 宮沢賢治 25分
38 DAISYってなんだろう DAISY研究センター -
39 手袋を買いに 新美　南吉 18分
40 ときそば 川端　誠 21分
41 時計つくりのジョニー エドワード・アーディゾーニ 35分
42 杜子春 芥川　竜之介 25分
43 としょかんライオン ミシェル・ヌードセン 35分
44 どんぐりと山猫 宮沢　賢治 33分

45

日本の昔話　１　はなさかじい他　全19篇
「花咲かじい」「干支のおこり」「一寸法師」「夢見小僧」「夢買い長者」「鼻高
扇」
「へこきじい」「絵すがた女房」「きもだめし娘」「みるなのくら」「おしらさま」
「鷲にさらわれた子ども」「こんび太郎」「鬼の婿どの」「なぞ問答」

5時間36分

46 ねずみのよめいり 木暮正夫 7分
47 バースデーケーキができたよ くぼりえ 9分



48 走れメロス 太宰治 40分
49 バスラの図書館員 ジャネット・ウィンター 20分
50 はちうえはぼくにまかせて ジーン・ジオン 19分
51 初恋 島崎藤村 15分
52 はつてんじん 川端　誠 17分
53 はなさかじい 渡辺節子 7分
54 ピウカ湿原のゆきうさぎ ほんだ　てつや 12分
55 眉山 太宰　治 27分
56 百人一首 46分
57 １００万回生きたねこ 佐野洋子 23分
58 船乗シンドバッド 菊池寛／訳 2時間11分
59 フランダースの犬 ウィーダ 2時間35分
60 古道具　ほんなら堂 楠 章子 3時間11分
61 小さな命とあっちとこっち（古道具ほんなら堂２） 楠 章子 2時間24分
62 ぼくの１にち 福山　恭子 7分
63 星から来た王子 アントワーヌ・ド・サン=テグジュペリ 3時間35分
64 マッチ売りの少女 アンデルセン 9分
65 耳無芳一の話 小泉八雲 34分
66 みんなちがってみんな一緒　障害者権利条約 日本障害フォーラム -
67 みんなちがって　みんな一緒！　障害者権利条約　改訂版 日本障害フォーラム 3時間35分
68 盲導犬アンドリューの一日 松井進 37分

69

やまんば妖怪学校他　全４篇
「やまんば妖怪学校① こいぬのクンは一年生」「へんてこりんでステキなあ
いつ」
「ライバル おれたちの真剣勝負」「はじめまして人間たち ボクは山ねこ

8時間55分

70 雪女 小泉　八雲 20分
71 夢十夜 夏目　漱石 1時間24分
72 よだかの星 宮沢　賢治 26分
73 羅生門 芥川竜之介 47分
74 ラプンツェル グリム 16分
75 ルリユールおじさん いせ　ひでこ 19分
76 檸檬 梶井　基次郎 20分
77 「和」の行事えほん①春と夏の巻 高野 紀子 2時間2分
78 「和」の行事えほん②秋と冬の巻 高野 紀子 2時間7分
79 若草物語 ルイザ・メイ・オルコット 7時間57分
80 わたしはマララ マララ・ユスフザイ 14時間50分
81 THE GIFT OF THE MAGI（英語版） オー・ヘンリー 13分
82 THE ｌｉｔｔｌｅ match ｇｉｒｌ（英語版） アンデルセン 9分
83 THE STORY OF THE THREE LITTLE PIG（英語版） ジョゼフ・ジェイコブス 8分

わいわい文庫　2012　Ver.1

2時間5分

わいわい文庫　2012　Ver.2

11時間35分

わいわい文庫　2012　Ver.3

11時間

わいわい文庫　２０１３　Ver.1

4時間7分

収録内容「えほん　あいうえおにぎり」「おおきなかぶ」「おおきなかぶ(紙芝居風)」「かわいいおやこ」
　　　　　　「くださいな」「くださいな(紙芝居風)」「こぐまちゃんおはよう」「１１ぴきのねこ」
　　　　　　「１１ぴきのねこ(紙芝居風)」「しんかんせん」「ノンタン　にんにん　にこにこ」「はたらくくるま」
            「やさいだいすき」「わにさんどきっはいしゃさんどきっ」
　　　　　　「わにさんどきっはいしゃさんどきっ(紙芝居風)」「やおやさん」「やおやでおかいもの」

84

『わいわい文庫』シリーズ

収録内容「アナンシの帽子ふりおどり」「チチとかしこいおひめさま」「なまくらトラック」「なら梨とり」
　　　　　　「ホットケーキ」「おばけ屋のおばけかぶ」「シップ船長といるかのイットちゃん」「空色バレリーナ」
　　　　　　「ハナさんのおきゃくさま」「みけねこレストラン」「森おばけ」「ゆうびんやさんとドロップりゅう」

85

86 収録内容 「口で歩く」「シノダ！魔物の森のふしぎな夜」「ひまへまごろあわせ」 「星と星座の伝説　夏」
             「はなさかじい」「甲賀三郎」「猿婿」「木婚の嫁入り」「浦島太郎」「山寺の化物」

87

収録内容「おとうさんはウルトラマン」「おとうさんはウルトラマン(紙芝居風)」「かぞえうたのほん」
　　　　　　「１１ぴきのねことあほうどり」「11ぴきのねことあほうどり(紙芝居風)」
　　　　　　「１１ぴきのねこふくろのなか」「11ぴきのねこふくろのなか(紙芝居風)」
　　　　　　「しょうぼうじどうしゃじぷた」「しょうぼうじどうしゃじぷた(紙芝居風)」
　　　　　　「そらまめくんとながいながいまめ」「ねずくんとらくんのあついあついあつい」「はじめてのキャンプ」
　　　　　　「はらぺこあおむし(わかち読み)」「はらぺこあおむし(滑らか読み)」「ヘスターとまじょ」
　　　　　　「ぼくのぼくけん」 「まるちゃんみっけ！」「りくちゃんのいちごジャム」「わたしのワンピース」



わいわい文庫　２０１３　Ver.2

5時間52分

わいわい文庫　２０１３　Ver.3

14時間2分

わいわい文庫　２０１３　BLUE

4時間5分

わいわい文庫　２０１４　Ver.1

3時間31分

わいわい文庫　２０１４　Ver.2

7時間45分

わいわい文庫　２０１４　Ver.3

22時間41分

わいわい文庫　２０１４　BLUE

5時間12分

わいわい文庫　２０１５　Ver.1

4時間14分

わいわい文庫　２０１５　Ver.2

9時間1分

わいわい文庫　２０１５　Ver.3

10時間15分

88
収録内容「いきもの超ひゃっか①どうぶつ」「いきもの超ひゃっか①いぬ」 「いきもの超ひゃっか①ねこ」
　　　　　　「あたらしい関西のでんしゃずかん」「新・東京のでんしゃずかん」「王様と九人のきょうだい」
　　　　　　「大どろぼうはおかしなサンドイッチやさん」「おばけ屋のおばけすいか」「長ぐつをはいたネコ」
　　　　　　「天福　地福」「こねこのタケシ」「へんてこもりにいこうよ」「もりのなか」

89 収録内容「北の動物園できいた１２のお話」「ひろしまのピカ」「マザーツリー」
　　　　　　「魔女の宅急便」「未来をつくる君たちへ」

90

収録内容「いっすんぼうし」「いっすんぼうし（紙芝居風）」「いっすんぼうし 短縮版」
　　　　　　「いっすんぼうし 短縮版（紙芝居風）」「うらしまたろう」「うらしまたろう（紙芝居風）」
　　　　　　「うらしまたろう 短縮版」「うらしまたろう 短縮版（紙芝居風）」「はなさかじい」
　　　　　　「はなさかじい（紙芝居風）」「はなさかじい　短縮版」「はなさかじい短縮版（紙芝居風）」
　　　　　　「声が美しい鳥が多い山野の夏　バードウォッチング入門１」
　　　　　　「身近に見られる鳥　バードウォッチング入門2」「古都京都の旅」「おすもうのいろは」
　　　　　　「大相撲の力士になろう」「力士のまいにち」「大相撲用語のひみつ」
　　　　　　「たくさんあるよ　おすもうあそび」「ケーキ・ケーキ・ケーキ」

91

収録内容「おこだでませんように」「おこだでませんように（紙芝居風）」
　　　　　　「恐竜トリケラトプスとウミガメのしま　カルカロドントサウルスとたたかうまき」
　　　　　　「こぐまちゃんとどうぶつえん」「コッケモーモー！」「コッケモーモー！（紙芝居風）」
　　　　　　「１１ぴきのねことぶた」「１１ぴきのねことぶた（紙芝居風）」「１１ぴきのねことへんなねこ」
　　　　　　「１１ぴきのねことへんなねこ（紙芝居風）」「新版かぶとむし　かぶとむしの一生」「とべバッタ」
　　　　　　「ノンタン　じどうしゃ　ぶっぶー」「ぶたたぬききつねねこ」「まちではたらくじどうしゃ」
　　　　　　「リーリーとシンシン　ポケットえほん」「おむすびころりん　日本のむかし話」

92
収録内容「銀のうでわ　中国の民話」「てくとこ　ずんずん」「なぞなぞのすきな女の子」「なぞなぞのみせ」
　　　　　　「ななみちゃんとつくろう　はじめてのりょうり」「ななみちゃんの漢字えほん」「もりのへなそうる」
　　　　　　「スズメとカラス」「たにし長者」「ラプンツェル」「地球へのピクニック」

93
収録内容 「アラスカ光と風」「動物と向き合って生きる　旭山動物園獣医・坂東元」「ふるさとは、夏」

94

収録内容「イカロス君の大航海」「ホシオくん　天文台へゆく」「かぐやひめ」「かぐやひめ（紙芝居風）」
　　　　　　「かぐやひめ 短縮版」「かぐやひめ 短縮版 （紙芝居風）」「かさじぞう」「かさじぞう(紙芝居風）」
　　　　　　「かさじぞう 短縮版」「かさじぞう 短縮版 (紙芝居風）」「さるかに」「さるかに(紙芝居風）」
　　　　　　「さるかに 短縮版」「さるかに 短縮版 (紙芝居風）」
　　　　　　「身近な水辺で見られる冬の水鳥　バードウォッチング入門3」
　　　　　　「海の中をのぞいてみよう　～みんな地球のなかまたち～」「国会議事堂のはじまり」
　　　　　　「国会のしくみ」「国会ってなにをするの」「国会　名所めぐり」「国会よもやまばなし」「山を歩く」
　　　　　　「タカとハルの江の島のたび～小田急ロマンスカーにのって～」「パパンがパン」

95

収録内容「おばけのバーバパパ」「ぐりとぐら」「ぐりとぐら（紙芝居風) 」「じごくのそうべえ」
　　　　　　「じごくのそうべえ(紙芝居風)」「しゃくしゃくけむしくん」「11ぴきのねこ どろんこ」
　　　　　　「11ぴきのねこ どろんこ(紙芝居風)」「十二支のしんねんかい」「しりとりあそび しろとくろ」
　　　　　　「すてきな三にんぐみ」「ちいさいおうち」「どうぶつのおかあさん」「のはらの ひなまつり」
　　　　　　「ばばばあちゃんのアイス・パーティー」「ピン・ポン・バス」「ぺったん!サンドイッチ」
　　　　　　「みっつのねがいごと」「みっつのねがいごと(紙芝居風)」

96

収録内容「犬になった王子　チベットの民話」「海をわたった折り鶴」
　　　　　　「大きな運転席図鑑 きょうからぼくは運転手」「王子の夢(セルビアの昔話)」
　　　　　　「三人ばか(イギリスの昔話)」「図解　東京スカイツリーのしくみ」
　　　　　　「ななみちゃんとつくろう　はじめてのおかし」「はじめての古事記　日本の神話」
　　　　　　「ふらいぱんじいさん」「わかったさんのクッキー」

97
収録内容「漢字のかんじ」「ねこの詩」「グレートジャーニー探検記」
　　　　　　「まいごになった子どものクジラ　南太平洋トンガ王国のザトウクジラ」
　　　　　　「夏のサイン」「六月のリレー」「ニングルの森」



わいわい文庫　２０１５　BLUE

3時間38分

わいわい文庫　２０１６　Ver.1

4時間7分

わいわい文庫　２０１６　Ver.2

9時間41分

わいわい文庫　２０１６　Ver.3

13時間12分

わいわい文庫　２０１６　BLUE

4時間47分

わいわい文庫　２０１７　Ver.1

3時間35分

わいわい文庫　２０１７　Ver.2

10時間10分

わいわい文庫　２０１７　Ver.3

28時間57分

98

収録内容「因幡の白うさぎ」「海の中をのぞいてみよう2  みんな地球の仲間たち」
　　　　　　「どーこだ!! 海の中のかくれんぼ」「東京モノレールのこれまでこれから」
　　　　　　「東京モノレール車両ラインアップ」「安全安心を支える昭和島総合センター」
　　　　　　「大空へのさんぽ道  東京モノレール11次」「むかしばなしの鳥たち バードウォッチング入門4」
　　　　　　「つるのよめさま」「つるのよめさま (紙芝居風)」「つるのよめさま 短縮版」
　　　　　　「つるのよめさま 短縮版(紙芝居風)」「ももたろう」「ももたろう (紙芝居風)」「ももたろう 短縮版」
　　　　　　「ももたろう 短縮版(紙芝居風)」「わらしべちょうじゃ」「わらしべちょうじゃ (紙芝居風)」
　　　　　　「わらしべちょうじゃ 短縮版」「わらしべちょうじゃ 短縮版(紙芝居風)」
　　　　　　「キャンプでカレーライスを作ろう 1 基本編」「キャンプでカレーライスを作ろう 2 火起こし編」
　　　　　　「キャンプでカレーライスを作ろう 3 はんごう編」「キャンプでカレーライスを作ろう 4 カレーライス編」
　　　　　　「ことこと ことこと」

99

収録内容「あのほし なんのほし」「かお かお どんなかお」「けんかしちゃった!」「コロッケです。」
　　　　　　「コロッケです。(紙芝居風)」「こんたのおつかい」「こんたのおつかい(紙芝居風)」
            「ちゃんと たべなさい」「ちゃんと たべなさい(紙芝居風)」「ともだちや」「ともだちや(紙芝居風)」
　　　　　　「どんぐりむらの ぼうしやさん」「ばけものづかい」「ばけものづかい(紙芝居風)」
　　　　　　「はじめてのおつかい」「へんしんオベケ」「へんしんオベケ(紙芝居風)」「ぼちぼち いこか」
　　　　　　「みんなうんち」
　　　　　　「もっちゃう もっちゃう もう もっちゃう」「もっちゃう もっちゃう もう もっちゃう(紙芝居風)」
　　　　　　「よかったね ネッドくん」「わすれられない おくりもの」「わにが わになる」

100
収録内容「いきのびる魔法」「石の巨人」「かあさん ふくろう」「吉四六さん」「吉四六さん(劇団版)」
　　　　　　「巨人グミヤーと太陽と月」「こまったさんのスパゲティ」「こんや、妖怪がやってくる」
　　　　　　「スーホの白い馬」「たんぽぽ」「父さんは地球儀の上にいる」「ポリーとはらぺこオオカミ」
　　　　　　「マメジカ カンチルが 穴に落ちる話」「まめたろう」「リンゴのたび」

101 収録内容「絵本 ひめゆり」「エルトゥールル号の遭難」「せかいでいちばん大きなかがみ」「はたけの詩」
　　　　　　「舟をつくる」「みんあを守るいのちの授業」「夢の動物園」

102

収録内容「おとわ観音由来(大歳の火)」「おとわ観音由来(大歳の火)方言テキスト版」「かみながひめ」
　　　　　　「おさつのなげた大石」「ももたろう」「ももたろう　方言テキスト版」「てんぐのかくれみの」
　　　　　　「てんぐのかくれみの　方言テキスト版」「山とばしにあったポロモイ」「竜女 おすわ」
　　　　　　「竜女 おすわ 方言テキスト版」「わらしべ長者」「わらしべ長者 方言テキスト版」「えつとぼうさま」
　　　　　　「宇宙環境利用ガイドブック」「海の中をのぞいてみよう 3」「Zip&Candy ジップ&キャンディ」
　　　　　　「動物園に行こう!」「どうぶつレストラン」「どれを食べたかな」「ことわざになった野鳥」

103

収録内容「あいうえおのえほん」「うしろにいるのだあれ」「うしろにいるのだあれ(紙芝居風)」「おにぎりくん」
　　　　　　「おやすみゴリラくん」「がたんごとんがたんごとん」「がたんごとんがたんごとんざぶんざぶん」
　　　　　　「カニツンツン」「かみさまからの おくりもの」「ぎゅっ」「こうえんのパックンおばけちゃん」
　　　　　　「さよなら さんかく」「ダンゴムシのコロリンコくん」「ちいさなきしゃとおおきなおきゃくさん」
　　　　　　「チキチキチキチキいそいでいそいで」「チキチキチキチキいそいでいそいで(紙芝居風)」
　　　　　　「ねえ、どれがいい?」「ノンタンおはよう」「ノンタンはみがきはーみー」「へんしんトンネル」
　　　　　　「魔女えほん1」「魔女えほん1(紙芝居風)」「やじるし」

104
収録内容「大きな運転席図鑑ぷらす」「はしれ!ぐるぐるやまのてせん」「ひこうきやうちゅう船」「サツマイモ」
　　　　　　「メダカ」「一休さん」「怪談オウマガドキ学園」「天女の里がえり」「ぼくんち豆腐屋」
　　　　　　「オオカミと七ひきの子ヤギ」「三まいの鳥の羽」

105

収録内容「キャシーのぼうし」「空とぶ船と世界一のばか」「注文の多い料理店」
　　　　　　「図書館に児童室ができた日」「ひとりぼっちのかいぶつといしのうさぎ」「名馬キャリコ」
　　　　　　「セミたちの夏」「地球のてっぺんに立つ!エベレスト」「あんずの木の下で」
　　　　　　「火曜日のごちそうはヒキガエル」「親子でわかる!ニッポンの大問題」
　　　　　　「10分で読める発明・発見をした人の伝記」「星は友だち!はじめよう星空観察」「ことばのくさり」
　　　　　　「ゆうべのうちに」「精霊の守り人」



わいわい文庫　２０１７　BLUE

6時間59分

わいわい文庫　２０１８　Ver.1

4時間53分

わいわい文庫　２０１８　Ver.2

7時間10分

わいわい文庫　２０１８　Ver.3

21時間49分

わいわい文庫　２０１８　BLUE

5時間22分

わいわい文庫　２０１９　Ver.1

4時間23分

わいわい文庫　２０１９　Ver.2

106

収録内容「小倉百人一首」
　　　　　　「道後温泉の鷺石と玉の石 標準語テキスト版」「道後温泉の鷺石と玉の石 方言テキスト版」
　　　　　　「紙芝居 青木藤太郎 方言テキスト版」「見沼のふえ 標準語テキスト版」
　　　　　　「ハチの恩がえし 標準語テキスト版」「ハチの恩がえし 方言テキスト版」
　　　　　　「クスクェーのおはなし 標準語テキスト版」「クスクェーのおはなし 方言テキスト版」
　　　　　　「鬼の千里靴 標準語テキスト版」「鬼の千里靴 方言テキスト版」
　　　　　　「額田のたっさい 標準テキスト版」「額田のたっさい 方言テキスト版」
　　　　　　「又吾とえんこう 方言テキスト版」「まぁだまだわからん 方言テキスト版」
　　　　　　「養老の泉 方言テキスト版」「地球観測ガイドブック」「月・惑星探査ガイドブック」
　　　　　　「海の中をのぞいてみよう 4」「おにぎり おむすび」

107

収録内容「あたしもびょうきになりたいな!」「アルファベット絵本」「おいしいおとなあに?」「おへんじください。」
　　　　　　「おへんじください。(紙芝居風)」「かえるがみえる」「かさぶたってどんなぶた(紙芝居風)」
　　　　　　「くっついた」「くれよんのくろくん(わかち読み)」「くれよんのくろくん(紙芝居風)」「ちいさなねこ」
　　　　　　「でんしゃ(わかち読み)」「でんしゃ(紙芝居風)」「とんとんとん」「とんとんとん(紙芝居風)」
　　　　　　「どんぶらどんぶら七福神」「二ひきのこぐま」「のろまなローラー」「ノンタンおやすみなさい」
　　　　　　「ぼくのきんぎょをやつらがねらう!」「ぼくのきんぎょをやつらがねらう!(紙芝居風)」「みいつけた」
　　　　　　「ゆきのひ」「れんけつガッチャン」

108

収録内容「きかんしゃやえもん」「クッキーのおうさま」「ごきげんなすてご」「こねこのチョコレート」
　　　　　　「ハリネズミと金貨」「ひとまねこざるときいろいぼうし」「ロバのシルベスターとまほうの小石」
　　　　　　「かしこいモリー」「ルンペルシュティルツヒェン」「どうしてかぜをひくの?インフルエンザになるの?」
　　　　　　「しんかんせんいま・むかし」「たのしいなサファリバス」「ダンゴムシ」
　　　　　　「みつけた!びっくり虫」「ミニトマト」

109

収録内容「いくぞ!カレーたんけん隊」「おじいちゃんは水のにおいがした」「せいめいのれきし 改訂版」
　　　　　　「ただいまお仕事中」「庭のマロニエ」「プーさんとであった日」「野原くん」
　　　　　　「はるなつあきふゆもうひとつ」「わたし」「オオカミ王ロボ」「桜石探検隊」
　　　　　　「10分で読めるリーダー・英雄になった人の伝記」「武器より一冊の本をください」
　　　　　　「広島平和記念資料館 学習ハンドブック」

110

収録内容「炭焼き小五郎と玉津姫 標準語テキスト版」「炭焼き小五郎と玉津姫 方言テキスト版」
　　　　　　「みいでらのかね 方言テキスト版」「かものひっこし 標準語テキスト版」
　　　　　　「みるなのくら 標準語テキスト版」「みるなのくら 方言テキスト版」「鹿児島 方言テキスト版」
　　　　　　「海幸彦と山幸彦 標準語テキスト版」「かしき長者 標準語テキスト版」
　　　　　　「コブ取り爺い 方言テキスト版」「かせぎめ 方言テキスト版」
　　　　　　「ねずみのすもうとり 標準語テキスト版」「ねずみのすもうとり 方言テキスト版」
　　　　　　「宇津ノ谷峠の十団子 標準語テキスト版」「海の中をのぞいてみよう 5」「地震を知ろう」
　　　　　　「パラリンピックかんたん!ガイド 夏季大会編」「パラリンピックかんたん!ガイド 冬季大会編」
　　　　　　「ロケットガイド」「てんてん!」「まさか!」

111

収録内容「あかいろうそく」「アストノの石」「おやすみなさい おつきさま」「くらやみのゾウ」
　　　　　　「くんちゃんのだいりょこう」「こいぬがうまれるよ」「こぐまちゃん ありがとう」
　　　　　　「こぐまちゃん いたいいたい」「三びきのやぎのがらがらどん」
　　　　　　「三びきのやぎのがらがらどん(紙芝居風)」「14ひきのあさごはん」「しんごうきピコリ」
　　　　　　「しんせつなともだち」「だいくとおにろく」「だんごむしそらをとぶ」「ちっちゃな木のおはなし」
　　　　　　「どででんかぼちゃ」「ととけっこうよがあけた」「トラのじゅうたんになりたかったトラ」
　　　　　　「どんなにきみがすきだかあててごらん」「ねずみのいえさがし」「のりものいっぱい」
　　　　　　「ノンタンおしっこしーしー」「ノンタンもぐもぐもぐ」「ひっくりカエル!」「へいわってどんなこと?」
　　　　　　「へんしんマンザイ」「ヘンテコはみがきこ」「やだ!」
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6時間5分

収録内容「栄養とカラダ」「おばあさんのひこうき」「かおるのたからもの」「クルミわりのケイト イギリスの昔話」
　　　　　　「子どものぎもん事典 こんなとき、どうする?」「さくらのつぼみがひらいたら」
　　　　　　「10分で読める宇宙や世界を冒険した人の伝記」「そして」「日本の四季 -高原の小さな命-」
　　　　　　「俳句でみがこう言葉の力 ①俳句のきまりと歴史」「みしのたくかにと」
　　　　　　「メリーメリーおとまりにでかける」「森の家 グリム昔話」

113

114

収録内容「雨を降らせた竜 標準語版」「雨を降らせた竜 方言版」「宇治の橋姫さま 方言版」
　　　　　　「力蔵さん 方言版」「てじろのさる 方言版」「三本の櫛の歯 方言版」
　　　　　　「稲生武太夫物の怪物語 標準語版」「あぶねぇ、あぶねぇ 方言版」「おばあさんの石臼 標準語版」
　　　　　　「おばあさんの石臼 方言版」「おじいさんとふしぎな光 方言版」「てんまのとらやん 方言版」
　　　　　　「そうめん地蔵 標準語版」「そうめん地蔵 方言版」「ねこじた 標準語版」
　　　　　　「キンキラキンのキン 方言版」「田沢の辰子 方言版」「海の中をのぞいてみよう 6」
　　　　　　「かんたん!全国障害者スポーツガイド」「かんたん!シッティングバレーボールガイド」
　　　　　　「かんたん!ブラインドサッカーガイド」「人工衛星ガイドブック」「日本国憲法」「まさか!2な～んだ」

112

収録内容「アサガオ」「カブトムシがいきる森」「からだに もしもし」「恐竜研究室 Ⅰ 恐竜のくらしをさぐる」
　　　　　　「皇帝にもらった花のたね」「コオロギ」「サラとピンキー パリへ行く」「せかいいちおいしいスープ」
　　　　　　「どうしてねっちゅうしょうになるの?」「どろぼうがっこう」「葉っぱのフレディ-いのちの旅ー」
　　　　　　「はたらく車」「まちからうみへはしれ江ノ電」「みつけた!おもしろ虫」
　　　　　　「もみごめぼうやのだいへんしん」「りゅうのめのなみだ」


