わいわい文庫
マルチメディア DAISY 図書 ２０１４
作品一覧
Ver.1.2.3
ご利用頂けるのは、障害があるために、
通常の本では読書が困難な方のみです。

Ver.1
1．おこだでませんように (19 分）
2．おこだでませんように (紙芝居風) （18 分）
くすのきしげのり 作 / 石井聖岳 絵 / 小学館
3．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 （14 分）
黒川みつひろ 作・絵 / 小峰書店
4．こぐまちゃんとどうぶつえん （9 分）
わかやまけん もりひさし わだよしおみ 作 / こぐま社
5．コッケモーモー! （11 分）
6．コッケモーモー! (紙芝居風) （10 分）
ジュリエット・ダラス＝コンテ 文 / アリソン・バートレット 絵
たなかあきこ 訳 / 徳間書店
7．11 ぴきのねことぶた （10 分）
8．11 ぴきのねことぶた (紙芝居風) （10 分）
馬場のぼる 作 / こぐま社
9．11 ぴきのねことへんなねこ （17 分）
10．11 ぴきのねことへんなねこ (紙芝居風) （14 分）
馬場のぼる 作 / こぐま社
11．新版かぶとむし かぶとむしの一生 （16 分）
得田之久 文・絵 / 福音館書店
12．とべバッタ （9 分）
田島征三 作 / 偕成社

Ver.2
1．銀のうでわ 中国の民話 （29 分）
君島久子 文 / 小野かおる 絵 / 岩波書店
2．てくとこ ずんずん （16 分）
マーガレット・ワイズ・ブラウン 詩 / レミー・シャーリップ 絵
木坂涼 訳詩 / 集英社
3．なぞなぞのすきな女の子 （40 分）
松岡享子 作 / 大社玲子 絵 / 学研教育出版
4．なぞなぞのみせ （28 分）
石津ちひろ なぞなぞ / なかざわくみこ 絵 / 偕成社
5．ななみちゃんとつくろう
はじめてのりょうり （1 時間 21 分）
ＮＨＫ出版 編 / 舘野鏡子 監修 / ＮＨＫ出版
6．ななみちゃんの漢字えほん （32 分） たて書版
正村史郎 作 / 円満字二郎 解説
ＮＨＫ出版 編 / ＮＨＫ出版
7．もりのへなそうる （2 時間 16 分）
渡辺茂男 作 / 山脇百合子 絵 / 福音館書店
8．スズメとカラス（バングラデシュの昔話） （11 分） たて書版
愛蔵版おはなしのろうそく 10 / 松岡享子 訳
大社玲子 絵 / 東京子ども図書館
9．たにし長者（日本の昔話） （15 分） たて書版
愛蔵版おはなしのろうそく 4
東京子ども図書館 再話 / 大社玲子 絵
東京子ども図書館
10．ラプンツェル（グリム昔話） （18 分） たて書版
愛蔵版おはなしのろうそく 3 / 松岡享子 訳
大社玲子 絵 / 東京子ども図書館
11．地球へのピクニック （59 分）
谷川俊太郎 詩 / 長新太 絵
銀の鈴社

13．ノンタン じどうしゃぶっぶー （6 分）
キヨノサチコ 作・絵 / 偕成社
14．ぶたたぬききつねねこ （4 分）
馬場のぼる 作 / こぐま社
15．まちではたらくじどうしゃ （15 分）
関口猪一郎 文・絵 / 小峰書店
16．リーリーとシンシン ポケットえほん （12 分）
小宮輝之（上野動物園園長） 監修・写真 / 小学館
17．おむすびころりん 日本のむかし話 （17 分）
よだじゅんいち 文 / わたなべさぶろう 絵 / 偕成社

Ver.3
1．アラスカ光と風 （6 時間 40 分）
星野道夫 著・写真 / 福音館書店
2．動物と向きあって生きる
旭山動物園獣医・坂東元 （5 時間 39 分）
坂東元 著 / あべ弘士 絵
角川学芸出版
3．ふるさとは、夏 （10 時間 10 分）
芝田勝茂 作 / 小林敏也 画
福音館書店

Ver.BLUE
著作権者のご了解を得ておりますので、
どなたでもご利用頂けます。
1．イカロス君の大航海 （1 時間 30 分）
澤田弘崇 監修・文
みみみみドイツ ゆうきよしなり イラスト
宇宙航空研究開発機構（JAXA） 編集
日経印刷
2．ホシオくん 天文台へゆく （17 分）
髙橋淳 坂井治 嶺重慎 作
藤井徳寿 NASA 東京大学木曽観測所 写真提供
読書工房
〔日本の昔話（3～14）〕
浜なつ子 文 / よこやまようへい 絵
伊藤忠記念財団

〔国会シリーズ（17～21）〕
向大野新治 監修 / 松永基啓 協力
憲政記念館 写真提供 / 矢部剛 編著
伊藤忠記念財団
国会の役割から、ちょっと面白いおはなしまで、写真と資
料を中心に紹介します。

17．国会議事堂のはじまり （6 分）
18．国会のしくみ （7 分）
19．国会ってなにをするの （7 分）
20．国会 名所めぐり （9 分）
21．国会よもやまばなし （8 分）

この電子図書のために、文と絵を書いてもらいました。

22．山を歩く （8 分）
通常版 ：小学校 3 年生までの漢字を使っています。
紙芝居風 ：絵だけを表示し、劇団員が演じています。
短縮版 ：ストーリーを短く、やさしい言葉を平仮名だけで
表記し、挿絵も簡潔にしています。

3．かぐやひめ （17 分）
4．かぐやひめ （紙芝居風） （12 分）
5．かぐやひめ 短縮版 （7 分）
6．かぐやひめ 短縮版 （紙芝居風） （6 分）
7．かさじぞう （9 分）
8．かさじぞう （紙芝居風） （9 分）
9．かさじぞう 短縮版 （6 分）
10．かさじぞう 短縮版 (紙芝居風） （6 分）
11．さるかに （10 分）
12．さるかに （紙芝居風） （10 分）
13．さるかに 短縮版 （7 分）
14．さるかに 短縮版 (紙芝居風） （7 分）
15．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 （17 分）
栗林菊夫 解説 / 松田道生 録音
阿部憲一 末安集 田中富夫 土橋信夫 写真
伊藤忠記念財団
川や湖など、私たちの暮らしに近い水辺で冬を過ごす野
鳥 14 種類をわかりやすい解説と写真、鳴き声で紹介し
ます。

16．海の中をのぞいてみよう
～みんな地球のなかまたち～ （14 分）
林俊明 写真・文 / 伊藤忠記念財団
カラフルな魚”クマノミのち～たん”が館長の水族館は、
大海原の真っ只中。そこに住む仲間たち 22 種をやさし
い文章と水中写真で紹介します。

岡野正和 写真 / 矢部剛 企画・文
児童育成協会 こどもの城 協力
伊藤忠記念財団
こどもの城（東京都渋谷区）でボランティア活動をして
いる高校生たちが、みんなで神奈川県にある大山の頂上
を目指します。

23．タカとハルの江ノ島のたび
～小田急ロマンスカーにのって～ （17 分）
市川貴祐 小貫智晴 文 / 溝井智大 写真
野口武悟 監修
専修大学アクセシブルメディア研究会
2 人の大学生が、ロマンスカーに乗って江ノ島へ日帰り
旅行に行きます。車内アナウンス、警笛音など様々な音
とともに旅情豊かに紹介します。

24．パパンがパン （5 分）
矢部剛 企画・文 / 岩沢雄一郎 中村信行 写真
伊藤忠記念財団
色々なパンのシルエットがあらわれ、なにパンでしょう
か？とクイズ形式で進みます。テンポのよいかけ声で展
開します。

音 訳
全国音訳ボランティアネットワーク
劇団 ジャングルベル・シアター
伊藤忠記念財団 ボランティアグループ
編 集
伊藤忠記念財団 ボランティアグループ
製 作
公益財団法人 伊藤忠記念財団

