
深谷市立図書館

※１　リストにあるデイジー資料は、深谷市に在住、在勤、在学の方のみ利用できます。
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※３　備考欄が青色に塗られている資料（★印）は、著作権上の制限がない資料となります。
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（五十音順）
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書名 著者名 出版者 再生時間 所蔵館 備考

ア あいうえおのえほん いもと　ようこ　絵/よこた　きよし　文 金の星社 １９分 深 わいわい文庫2017Ver.1

赤いハイヒール　～ある愛のものがたり～ ロッタ・ソールセン 深 ★一般利用可

あかずきんちゃん グリム兄弟　作/楠山　正雄　訳 １５分 深 ★一般利用可

あたしもびょうきになりたいな！ フランツ＝ブランデンベルク　作/アリキ＝ブランデンベルク　絵 偕成社 ９分 深 わいわい文庫2018Ｖer.1

あたらしい関西のでんしゃずかん 松本　典久　文/RGG写真 小峰書店 ２４分 深・岡・川・花 わいわい文庫2013Ver.2

あなたのことがだーいすき ヒド・ファン・ヘネヒテン フレーベル館 １０分 深

アナンシの帽子ふりおどり（ガーナの昔話）
　愛蔵版おはなしのろうそく８

東京こども図書館　訳/大社　玲子　絵 東京子ども図書館 １４分 深・岡・川・花 わいわい文庫2012Ver.2

あのほし　なんのほし みき　つきみ　文/柳原　良平　画 こぐま社 11分 深 わいわい文庫2016Ver.1

あぶない！きけん！
子どものための危険学　読み聞かせ絵本

危険学プロジェクト　グループ(８) ２８分 深

アラジンとふしぎなランプ ７０分 深 ★一般利用可

アラスカ光と風 星野　道夫　著・写真 福音館書店 ４００分 深・岡・川・花 わいわい文庫2014Ver.3

ありがとう、フォルカーせんせい パトリシア・ポラッコ 岩崎書店 ３４分 深

アリ・ババと四十人のどろぼう ４１分 深 ★一般利用可

アルファベット絵本 児島なおみ　作・絵 偕成社 ８５分 深 わいわい文庫2018er.1

安全安心を支える昭和島総合センター 東京モノレール　監修/矢部　剛　文 伊藤忠記念財団 ７分 深・岡・川・花 ★わいわい文庫2015Ver.BLUE

あんずの木の下で
体の不自由な子どもたちの太平洋戦争

小手鞠　るい　著 原書房 １４７分 深 わいわい文庫2017Ver.3

アンナのボールあそび インゲル・サンドベリ、ラッセ・サンドベリ　作 オリジナル・スウェーデン語絵本 ７分 深

イ イカロス君の大航海 澤田　弘崇　監修・文　他 日経印刷 ９０分 深・岡・川・花 ★わいわい文庫2014Ver.BLUE
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いきのびる魔法　～いじめられている君へ～ 西原　理恵子 小学館 １８分 深 わいわい文庫2016Ver.2

いきもの超ひゃっか①　どうぶつ 内山　晟　監修/内山晟動物写真事務所他　写真 小学館 ３７分 深・岡・川・花 わいわい文庫2013Ver.2

いきもの超ひゃっか②　いぬ 今泉　忠明　監修/坂口　正昭　写真　他 小学館 ４８分 深・岡・川・花 わいわい文庫2013Ver.2

いきもの超ひゃっか③　ねこ 加藤　由子　指導・監修/C＆D－PHOTO　他　写真 小学館 ２８分 深・岡・川・花 わいわい文庫2013Ver.2

いくぞ！　カレーたんけん隊 坂本　廣子　著/まつもときなこ　絵 偕成社 ９３分 深 わいわい文庫2018Ver.3

石の巨人　ミケランジェロのダビデ像 ジェーン・サトクリフ　文/ジョン・シェリー　絵 小峰書店 ２２分 深 わいわい文庫2016Ver.2

イチロー　進化する天才の軌跡 佐藤　健 講談社 253分 深

一休さん 寺村　輝夫　文/ヒサキ　クニコ　画 あかね書房 ６０分 深 わいわい文庫2017Ver.2

いっすんぼうし 浜　なつ子　文/よこやま　ようへい　絵 伊藤忠記念財団 １５分 深・岡・川・花 ★わいわい文庫2013Ver.BLUE

いっすんぼうし（紙芝居風） 浜　なつ子　文/よこやま　ようへい　絵 伊藤忠記念財団 １６分 深・岡・川・花 ★わいわい文庫2013Ver.BLUE

いっすんぼうし　短縮版 浜　なつ子　文/よこやま　ようへい　絵 伊藤忠記念財団 ８分 深・岡・川・花 ★わいわい文庫2013Ver.BLUE

いっすんぼうし　短縮版（紙芝居風） 浜　なつ子　文/よこやま　ようへい　絵 伊藤忠記念財団 ８分 深・岡・川・花 ★わいわい文庫2013Ver.BLUE

因幡の白うさぎ
　日本昔話の旅シリーズ１　鳥取県

鳥取県立図書館　文/鳥取県立米子西高等学校美術部　絵 伊藤忠記念財団 ６分 深・岡・川・花 ★わいわい文庫2015Ver.BLUE

犬になった王子　チベットの民話 君島　久子　文/後藤　仁　絵 岩波書店 ３０分 深・岡・川・花 わいわい文庫2015Ver.2

ウ うしろにいるのだあれ ふくだ　としお　＋　あきこ　著 幻冬舎 ７分 深 わいわい文庫2017Ver.1

うしろにいるのだあれ（紙芝居風） ふくだ　としお　＋　あきこ　著 幻冬舎 ７分 深 わいわい文庫2017Ver.1

宇津ノ谷峠の十団子　標準語テキスト版
日本昔話の旅　３０　山形県

東北文教大学短期大学部　ほか ６分 深 ★わいわい文庫2018Ver.BLUE

宇宙環境利用ガイドブック 宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ） 宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ） ６４分 深 ★わいわい文庫2016Ver.BLUE
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海幸彦と山幸彦　標準語テキスト版
日本昔話の旅　３１　静岡県

八木　洋行　ほか １８分 深 ★わいわい文庫2018Ver.BLUE

海の中をのぞいてみよう
～みんな地球の仲間たち～

林　俊明　写真・文 伊藤忠記念財団 １４分 深・岡・川・花 ★わいわい文庫2014Ver.BLUE

海の中をのぞいてみよう２
～みんな地球の仲間たち～

林　俊明　写真・文 伊藤忠記念財団 ８分 深・岡・川・花 ★わいわい文庫2015Ver.BLUE

海の中をのぞいてみよう３
～ちーたんのお宅訪問～

林　俊明　写真・文 伊藤忠記念財団 ９分 深 ★わいわい文庫2016Ver.BLUE

海の中をのぞいてみよう４
～ちーたん南太平洋へ行く～

林　俊明　写真・文 伊藤忠記念財団 １２分 深 ★わいわい文庫2017Ver.BLUE

海の中をのぞいてみよう５
～海のオアシス　サンゴ礁に集う仲間たち～

林　俊明　写真・文 伊藤忠記念財団 １２分 深 ★わいわい文庫2018Ver.BLUE

海をわたった折り鶴 石倉　欣二 小峰書店 ３６分 深・岡・川・花 わいわい文庫2015Ver.2

うらしまたろう 浜　なつ子　文/よこやま　ようへい　絵 伊藤忠記念財団 １７分 深・岡・川・花 ★わいわい文庫2013Ver.BLUE

うらしまたろう（紙芝居風） 浜　なつ子　文/よこやま　ようへい　絵 伊藤忠記念財団 １６分 深・岡・川・花 ★わいわい文庫2013Ver.BLUE

うらしまたろう　短縮版 浜　なつ子　文/よこやま　ようへい　絵 伊藤忠記念財団 ８分 深・岡・川・花 ★わいわい文庫2013Ver.BLUE

うらしまたろう　短縮版（紙芝居風） 浜　なつ子　文/よこやま　ようへい　絵 伊藤忠記念財団 ８分 深・岡・川・花 ★わいわい文庫2013Ver.BLUE

エ えほん　あいうえおにぎり ねじめ　正一　作/いとう　ひろし　絵 偕成社 ９分 深・岡・川・花 わいわい文庫2012Ver.1

ええぞ、カルロス 長澤　靖浩　作/はせがわ　さちこ　絵 深 ★一般利用可

ええぞ、カルロス（韓国語版） 長澤　靖浩　作/はせがわ　さちこ　絵 深 ★一般利用可

ええぞ、カルロス（スペイン語版） 長澤　靖浩　作/はせがわ　さちこ　絵 深 ★一般利用可
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ええぞ、カルロス（中国語版） 長澤　靖浩　作/はせがわ　さちこ　絵 深 ★一般利用可

ええぞ、カルロス（ポルトガル語版） 長澤　靖浩　作/はせがわ　さちこ　絵 深 ★一般利用可

えつとぼうさま　標準語テキスト版
日本昔話の旅１０　福岡県

江上　和子　作/境　佳芳子　絵 伊藤忠記念財団 １１分 深 ★わいわい文庫2016Ver.BLUE

絵本　ひめゆり ひめゆり平和祈念資料館　文/三田　圭介　絵 沖縄県女師ほか ２０分 深 わいわい文庫2016Ver.3

エリカ　奇跡のいのち ルース･バンダー･ジー　文/ロベルト･インノチェンティ　絵　他 講談社 ２８分 深

エルトゥールル号の遭難
トルコと日本を結ぶ心の物語

寮美　千子　文/磯　良一　絵 小学館 １５９分 深 わいわい文庫2016Ver.3

オ おいしい　おと　なあに？ さいとうしのぶ　作 あかね書房 ４分 深 わいわい文庫2018er.1

王子の夢（セルビアの昔話）
　愛蔵版おはなしのろうそく９

松岡　享子　訳/大社　玲子　絵 東京子ども図書館 ２３分 深・岡・川・花 わいわい文庫2015Ver.２

王さまと九人のきょうだい　中国の民話 君島　久子　訳/赤羽　末吉　絵 岩波書店 ２４分 深・岡・川・花 わいわい文庫2013Ver.２

オオカミ王　ロボ　シートン動物記 アーネスト・Ｔ・シートン　文・絵 童心社 ２２４分 深 わいわい文庫2018Ver.3

オオカミと７ひきの子ヤギ　グリム童話 佐々　梨代子　ほか　訳 東京子ども図書館 １８分 深 わいわい文庫2017Ver.2

大きな運転席図鑑　きょうからぼくは運転手 元浦　年康　写真 学研教育出版 ７２分 深・岡・川・花 わいわい文庫2015Ver.2

大きな運転席図鑑ぷらす　運転手はきみだ！ 元浦　年康　写真 学研教育出版 ７５分 深 わいわい文庫2017Ver.2
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おおきなかぶ ロシアの民話/A.トスルトイ　再話 福音館書店 ７分 深・岡・川・花 わいわい文庫2012Ver.1

おおきなかぶ（紙芝居風） ロシアの民話/A.トスルトイ　再話 福音館書店 ６分 深・岡・川・花 わいわい文庫2012Ver.1

大相撲の力士になろう 日本相撲協会　監修・写真 伊藤忠記念財団 ７分 深・岡・川・花 ★わいわい文庫2013Ver.BLUE

大相撲用語のひみつ 日本相撲協会　監修・写真 伊藤忠記念財団 ５分 深・岡・川・花 ★わいわい文庫2013Ver.BLUE

大空へのさんぽ道～東京モノレール１１次～ 矢部　剛　文/岩沢　雄一郎　写真 伊藤忠記念財団 ９分 深・岡・川・花 ★わいわい文庫2015Ver.BLUE

大どろぼうは　おかしなサンドイッチやさん 山脇　恭　作/草間　俊行　絵 偕成社 ４０分 深・岡・川・花 わいわい文庫2013Ver.２

小倉百人一首 任天堂　ほか　協力 １３７分 深 ★わいわい文庫2017Ver.BLUE

おこだでませんように くすのき　しげのり　作/石井　聖岳　絵 小学館 １９分 深・岡・川・花 わいわい文庫201４Ver.1

おこだでませんように（紙芝居風） くすのき　しげのり　作/石井　聖岳　絵 小学館 １８分 深・岡・川・花 わいわい文庫201４Ver.1

おさつのなげた大石　標準語テキスト版
日本昔話の旅４　岩手県

岡田　陽子　文・絵 伊藤忠記念財団 ５分 深 ★わいわい文庫2016Ver.BLUE

おじいちゃんは水のにおいがした 今森　光彦　著 偕成社 ４１分 深 わいわい文庫2018Ver.3

おすもうのいろは 日本相撲協会　監修・写真 伊藤忠記念財団 ５分 深・岡・川・花 ★わいわい文庫2013Ver.BLUE

おっと合点承知之助 齋藤　孝　文/ つちだ　のぶこ　絵 １９分 深

オツベルと象 宮沢　賢治 ２５分 深 ★一般利用可

おとうさんはウルトラマン みやにし　たつや　作・絵/円谷プロダクション　監修 学研教育出版 １４分 深・岡・川・花 わいわい文庫2013Ver.1

おとうさんはウルトラマン（紙芝居風） みやにし　たつや　作・絵/円谷プロダクション　監修 学研教育出版 １４分 深・岡・川・花 わいわい文庫2013Ver.1

おとわ観音由来（大歳の火）　標準語テキスト版
日本昔話の旅２　佐賀県

佐賀県立図書館　文/小副川肇（佐賀民話の会）　監修 伊藤忠記念財団 ７分 深 ★わいわい文庫2016Ver.BLUE

おとわ観音由来（大歳の火）　方言テキスト版
日本昔話の旅２　佐賀県

佐賀県立図書館　文/小副川肇（佐賀民話の会）　監修 伊藤忠記念財団 ７分 深 ★わいわい文庫2016Ver.BLUE
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おにぎりくん 村上　康成　作 小学館 ４分 深 わいわい文庫2017Ver.1

おにぎりくん　おむすび 伊藤忠記念財団 ５分 深 ★わいわい文庫2017Ver.BLUE

鬼の千里靴　標準語テキスト版
日本昔話の旅１６　山梨県

山梨県立図書館　ほか　協力 伊藤忠記念財団 １０分 深 ★わいわい文庫2017Ver.BLUE

鬼の千里靴　方言テキスト版
日本昔話の旅１６　山梨県

山梨県立図書館　ほか　協力 伊藤忠記念財団 １０分 深 ★わいわい文庫2017Ver.BLUE

おばけのバーバパパ アネット＝チゾン、タラス＝テイラー　作/山下明生　訳 偕成社 ９分 深・岡・川・花 わいわい文庫2015Ver.1

おばけ屋のおばけかぶ おわた　のぶこ　文/ただ　はるよし　絵 小峰書店 ２４分 深・岡・川・花 わいわい文庫2012Ver.2

おばけ屋のおばけすいか おわた　のぶこ　文/ただ　はるよし　絵 小峰書店 ２４分 深・岡・川・花 わいわい文庫2013Ver.2

おはよう・おやすみ 渡辺　順子 11分 深 ★一般利用可

おへんじください 山脇　恭　作/小田桐　昭　絵 偕成社 １１分 深 わいわい文庫2018er.1

おへんじください（紙芝居風） 山脇　恭　作/小田桐　昭　絵 偕成社 １１分 深 わいわい文庫2018er.1

おむすびころりん　日本のむかし話 よだ　じゅんいち　文/わたなべ　さぶろう　絵 偕成社 １７分 深・岡・川・花 わいわい文庫2014Ver.1

親子でわかる！　ニッポンの大問題 NHK[週間ニュース深読み」制作チーム　編 NHK出版 ３７４分 深 わいわい文庫2017Ver.3

おやすみゴリラくん ペギー・ラスマン　作・絵/いとう　ひろし　訳 徳間書店 ６分 深 わいわい文庫2017Ver.1

およぎたい　ゆきだるま　 くぼ　りえ ８分 深 ★一般利用可

カ かあさん　ふくろう イーディス・サッチャー・ハード　作　ほか 偕成社 １８分 深 わいわい文庫2016Ver.2

かいけつゾロリのきょうふの大ジャンプ 原　ゆたか ポプラ社 ５３分 深

かいけつゾロリのまほうのランプ～ッ 原　ゆたか ポプラ社 ８４分 深

ガイコクジンじゃないもん！ 齋藤　美樹 ５分 深 ★一般利用可

怪談オウガマドキ学園　１真夜中の入学式 村田　桃香　ほか　絵 童心社 １１８分 深 わいわい文庫2017Ver.2
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かえるが　みえる 松岡　享子　作/馬場　のぼる　絵 こぐま社 ４分 深 わいわい文庫2018Ver.1

かお　かお　どんなかお 柳原　良平　作・絵 こぐま社 ５分 深 わいわい文庫2016Ver.1

かぐやひめ 浜　なつ子　文/よこやま　ようへい　絵 伊藤忠記念財団 １７分 深・岡・川・花 ★わいわい文庫2014Ver.BLUE

かぐやひめ（紙芝居風） 浜　なつ子　文/よこやま　ようへい　絵 伊藤忠記念財団 １２分 深・岡・川・花 ★わいわい文庫2014Ver.BLUE

かぐやひめ　短縮版 浜　なつ子　文/よこやま　ようへい　絵 伊藤忠記念財団 ７分 深・岡・川・花 ★わいわい文庫2014Ver.BLUE

かぐやひめ　短縮版（紙芝居風） 浜　なつ子　文/よこやま　ようへい　絵 伊藤忠記念財団 ６分 深・岡・川・花 ★わいわい文庫2014Ver.BLUE

鹿児島　方言テキスト版
日本昔話の旅　２５　鹿児島県

海江田　宏　ほか ７分 深 ★わいわい文庫2018Ver.BLUE

かさじぞう 浜　なつ子　文/よこやま　ようへい　絵 伊藤忠記念財団 ９分 深・岡・川・花 ★わいわい文庫2014Ver.BLUE

かさじぞう（紙芝居風） 浜　なつ子　文/よこやま　ようへい　絵 伊藤忠記念財団 ９分 深・岡・川・花 ★わいわい文庫2014Ver.BLUE

かさじぞう　短縮版 浜　なつ子　文/よこやま　ようへい　絵 伊藤忠記念財団 ６分 深・岡・川・花 ★わいわい文庫2014Ver.BLUE

かさじぞう　短縮版（紙芝居風） 浜　なつ子　文/よこやま　ようへい　絵 伊藤忠記念財団 ６分 深・岡・川・花 ★わいわい文庫2014Ver.BLUE

かさぶたって　どんなぶた（紙芝居風） 絵本　かがやけ・詩　あそぶことば あかね書房 ３６分 深 わいわい文庫2018Ver.1

かしき長者　標準語テキスト版
日本昔話の旅　２７　愛知県

岩田　麻里　ほか ７分 深 ★わいわい文庫2018Ver.BLUE

かしこいモリー　イギリスの民話 松岡　享子　訳/大社　玲子　絵 東京子ども図書館 １７分 深 わいわい文庫2018Ver.2

かせぎめ　方言テキスト版
日本昔話の旅　２９　東京都

東京都立武蔵台学園高等部　ほか ７分 深 ★わいわい文庫2018Ver.BLUE

風の又三郎 宮沢　賢治 １２１分 深 ★一般利用可

かぜ　ふぅふぅ 吉祥　瑞枝 ４分 深 ★一般利用可

かぞえうたのほん 岸田　衿子　作/スズキ　コージ　絵 福音館書店 １３分 深・岡・川・花 わいわい文庫2013Ver.1
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書名 著者名 出版者 再生時間 所蔵館 備考

がたん　ごとん　がたん　ごとん 安西　水丸　作 福音館書店 ３分 深 わいわい文庫2017Ver.1

がたん　ごとん　がたん　ごとん　ざぶんざぶん 安西　水丸　作 福音館書店 ４分 深 わいわい文庫2017Ver.1

カニ　ツンツン 金関　寿夫　文/元永　定正　絵 福音館書店 １４分 深 わいわい文庫2017Ver.1

かにむかし 木下　順二　文/清水　崑　絵 岩波書店 １９分 深

紙芝居　青木藤太郎　方言テキスト版
日本昔話の旅１２　徳島県

徳島県立図書館　ほか　協力 伊藤忠記念財団 ８分 深 ★わいわい文庫2017Ver.BLUE

かみさまからのおくりもの ひぐち　みちこ　著 こぐま社 ９分 深 わいわい文庫2017Ver.1

かみながひめ　標準語テキスト版
日本昔話の旅３　和歌山県

まついかずえ　文/ながとやすこ　絵 伊藤忠記念財団 ５分 深 ★わいわい文庫2016Ver.BLUE

かものひっこし　標準語テキスト版
日本昔話の旅　２３　長野県

椋　鳩十　ほか １１分 深 ★わいわい文庫2018Ver.BLUE

火曜日のごちそうはヒキガエル ラッセル・E・エリクソン　作 評論社 １５３分 深 わいわい文庫2017Ver.3

からすのパンやさん かこさとし 偕成社 ３１分 深

かわいいおやこ　ぽけっと絵本 内山　晟　写真 小学館 ４分 深・岡・川・花 わいわい文庫2012Ver.1

漢字のかんじ 杉本　深由起　詩/太田　大八　絵 銀の鈴社 ３１分 深・岡・川・花 わいわい文庫2015Ver.3

キ きいろいばけつ もりやま　みやこ あかね書房 ２７分 深

きかんしゃ　やえもん 阿川　弘之　文/岡部　冬彦　絵 岩波書店 １７分 深 わいわい文庫2018Ver.2

吉四六さん 寺村　輝夫　文/ヒサクニヒコ　画 あかね書房 ５４分 深 わいわい文庫2016Ver.2

吉四六さん（劇団版） 寺村　輝夫　文/ヒサクニヒコ　画 あかね書房 ５５分 深 わいわい文庫2016Ver.2

北の動物園できいた１２のお話　旭山動物園物語 浜　なつ子　著/あべ　弘士　絵 角川学芸出版 251分 深・岡・川・花 わいわい文庫2013Ver.3

キャシーのぼうし　きぼうのものがたり トルーディ・クリシャー　文 評論社 １９分 深 わいわい文庫2017Ver.3
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キャンプでカレーライスを作ろう　１　基本編 専修大学アクセシブルメディア研究会 伊藤忠記念財団 ７分 深・岡・川・花 ★わいわい文庫2015Ver.BLUE

キャンプでカレーライスを作ろう　２　火起こし編 専修大学アクセシブルメディア研究会 伊藤忠記念財団 ５分 深・岡・川・花 ★わいわい文庫2015Ver.BLUE

キャンプでカレーライスを作ろう　３　はんごう編 専修大学アクセシブルメディア研究会 伊藤忠記念財団 ３分 深・岡・川・花 ★わいわい文庫2015Ver.BLUE

キャンプでカレーライスを作ろう　４　カレーライス編 専修大学アクセシブルメディア研究会 伊藤忠記念財団 ４分 深・岡・川・花 ★わいわい文庫2015Ver.BLUE

ぎゅっ ジェズ・オールバラ　作・絵 徳間書店 ４分 深 わいわい文庫2017Ver.1

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

黒川　みつひろ　作・絵 小峰書店 １４分 深・岡・川・花 わいわい文庫2014Ver.1

巨人グミヤーと太陽と月　中国のむかしばなし 君島　久子　文/小野　かおる　絵 岩波書店 １８分 深 わいわい文庫2016Ver.2

銀河鉄道の夜 宮沢　賢治 １４６分 深 ★一般利用可

銀のうでわ　中国の民話 君島　久子　文/小野　かおる　絵 岩波書店 ２９分 深・岡・川・花 わいわい文庫2014Ver.2

ク 九九 １７分 深 ★一般利用可

クスウェーのおはなし　標準語テキスト版
日本昔話の旅１５　沖縄県

沖縄県立図書館　ほか　協力 伊藤忠記念財団 ５分 深 ★わいわい文庫2017Ver.BLUE

クスウェーのおはなし　方言テキスト版
日本昔話の旅１５　沖縄県

沖縄県立図書館　ほか　協力 伊藤忠記念財団 ４分 深 ★わいわい文庫2017Ver.BLUE
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くださいな　ひろちゃん絵本・４ 中川　ひろたか　文/あべ　弘士　絵 偕成社 ８分 深・岡・川・花 わいわい文庫2012Ver.1

くださいな　ひろちゃん絵本・４（紙芝居風） 中川　ひろたか　文/あべ　弘士　絵 偕成社 ８分 深・岡・川・花 わいわい文庫2012Ver.1

口で歩く 丘　修三　作/立花　尚之介　絵 小峰書店 ６８分 深・岡・川・花 わいわい文庫2012Ver.3

クッキーのおうさま 竹下　文子　作/いちかわなつこ　絵 あかね書房 ２６分 深 わいわい文庫2018Ver.2

くっついた 三浦　太郎　作 こぐま社 ５分 深 わいわい文庫2018Ver.1

蜘蛛の糸 芥川　龍之介 ８分 深 ★一般利用可

ぐりとぐら 中川　季枝子　作/大村　百合子　絵 福音館書店 １３分 深・岡・川・花 わいわい文庫2015Ver.1

ぐりとぐら（紙芝居風） 中川　季枝子　作/大村　百合子　絵 福音館書店 11分 深・岡・川・花 わいわい文庫2015Ver.1

グレートジャーニー探検記 関野　吉晴 徳間書店 １２８分 深・岡・川・花 わいわい文庫2015Ver.３

くれよんの　くろくん（わかち読み） なかや　みわ　作・絵 童心社 １２分 深 わいわい文庫2018Ver.1

くれよんの　くろくん（紙芝居風） なかや　みわ　作・絵 童心社 １０分 深 わいわい文庫2018Ver.1

くろくまくんとさけ 松見　まな フジテレビKIDS 深 ★一般利用可

くろくまくんとさけ（インドネシア語版） 松見　まな フジテレビKIDS 深 ★一般利用可

くろくまくんとさけ（英語版）
The Black Bear and the Hugs Salmon

松見　まな フジテレビKIDS 深 ★一般利用可

くろくまくんとさけ（中国語版） 松見　まな フジテレビKIDS 深 ★一般利用可

ケ ケーキ・ケーキ・ケーキ アビニヨン洋菓子店 伊藤忠記念財団 ９分 深・岡・川・花 ★わいわい文庫2013Ver.BLUE

けんかしちゃった！ はしだてえつこ　作・絵 銀の鈴社 １４分 深 わいわい文庫2016Ver.1

賢者の贈りもの オー・ヘンリー ２６分 深 ★一般利用可

賢者の贈りもの（英語版）
THE GIFT OF THE MAGI

オー・ヘンリー １４分 深 ★一般利用可
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コ こうえんのパックンおばけちゃん しらたに　あけみ　作/かわむら　すずみ　絵 銀の鈴社 １２分 深 わいわい文庫2017Ver.1

広報ふかや音訳版　２０１１年１１月～ 深谷市 深谷市 深 ★一般利用可、音声DAISY

声が美しい鳥が多い山野の夏鳥
　バードウォッチング入門１

栗林　菊夫　解説/松田　道生　録音　他 伊藤忠記念財団 １５分 深・岡・川・花 ★わいわい文庫2013Ver.BLUE

ごきげんなすてご いとう ひろし　作・絵 徳間書店 ２９分 深 わいわい文庫2018Ver.2

故郷 魯迅 ３８分 深 ★一般利用可

こぐまちゃんおはよう わかやまけん　もりひさし　わだよしおみ　作 こぐま社 １０分 深・岡・川・花 わいわい文庫2012Ver.1

こぐまちゃんとどうぶつえん わかやまけん　もりひさし　わだよしおみ　作 こぐま社 ９分 深・岡・川・花 わいわい文庫201４Ver.1

こぐまちゃんとぼーる わかやまけん こぐま社 ７分 深

こぐまちゃんのみずあそび わかやまけん こぐま社 ８分 深

国会議事堂のはじまり 向大野　新冶　監修/松永　基啓　協力　他 伊藤忠記念財団 ６分 深・岡・川・花 ★わいわい文庫2014Ver.BLUE

国会のしくみ 向大野　新冶　監修/松永　基啓　協力　他 伊藤忠記念財団 ７分 深・岡・川・花 ★わいわい文庫2014Ver.BLUE

国会ってなにをするの 向大野　新冶　監修/松永　基啓　協力　他 伊藤忠記念財団 ７分 深・岡・川・花 ★わいわい文庫2014Ver.BLUE

国会　名所めぐり 向大野　新冶　監修/松永　基啓　協力　他 伊藤忠記念財団 ９分 深・岡・川・花 ★わいわい文庫2014Ver.BLUE

国会よもやまばなし 向大野　新冶　監修/松永　基啓　協力　他 伊藤忠記念財団 ８分 深・岡・川・花 ★わいわい文庫2014Ver.BLUE

コッケモーモー！ 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 こぐま社 11分 深・岡・川・花 わいわい文庫201４Ver.1

コッケモーモー！（紙芝居風） 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 こぐま社 １０分 深・岡・川・花 わいわい文庫201４Ver.1

古都　京都の旅 京都市産業観光局観光IMAGE推進室　監修　他 伊藤忠記念財団 １９分 深・岡・川・花 ★わいわい文庫2013Ver.BLUE

ことこと　ことこと 矢部　剛　文/桑田　恵里　写真 伊藤忠記念財団 ３分 深・岡・川・花 ★わいわい文庫2015Ver.BLUE

ことばのくさり 井上　灯美子　詩/唐沢　静　絵 銀の鈴社 ５８分 深 わいわい文庫2017Ver.3

ことりとねこのものがたり なかえ　よしを　作/上野紀子　絵 金の星社 ２４分 深
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ことわざになった野鳥　バードウォッチング入門５ 栗林　菊夫　解説/松田　道生　録音 伊藤忠記念財団 １９分 深 ★わいわい文庫2016Ver.BLUE

こねこのタケシ　南極大ぼうけん 阿見　みどり　文/わたなべ　あきお　絵 銀の鈴社 ２９分 深・岡・川・花 わいわい文庫2013Ver.2

こねこのチョコレート Ｂ・Ｋ・ウィルソン　作/小林　いづみ　訳 こぐま社 １９分 深 わいわい文庫2018Ver.2

コブ取り爺い　方言テキスト版
日本昔話の旅　２８　島根県

安倍　イト　ほか ４分 深 ★わいわい文庫2018Ver.BLUE

こまったさんのスパゲティ 寺村　輝夫　作/岡本　颯子　絵 あかね書房 ３２分 深 わいわい文庫2016Ver.2

コロッケです。 西村　敏雄　作 学研教育出版 ８分 深 わいわい文庫2016Ver.1

コロッケです。（紙芝居風） 西村　敏雄　作 学研教育出版 ７分 深 わいわい文庫2016Ver.1

ごん狐 新見　南吉 １７分 深 ★一般利用可

こんたのおつかい 田中　友佳子　作・絵 徳間書店 ９分 深 わいわい文庫2016Ver.1

こんたのおつかい（紙芝居風） 田中　友佳子　作・絵 徳間書店 ８分 深 わいわい文庫2016Ver.1

こんにちは、あかぎつね エリック・カール 偕成社 ３６分 深

こんや、妖怪がやってくる　中国のむかしばなし 君島　久子　文/小野　かおる　絵 岩波書店 １６分 深 わいわい文庫2016Ver.2

サ さぎ草物語 むかしばなし　布の絵本制作：宮文子 ７分 深 ★一般利用可

桜石探検隊 風野　潮　作/よこやまようへい　絵 KADOKAWA １４０分 深 わいわい文庫2018Ver.3

さっちゃんの まほうのて たばた せいいち　ほか共同制作 偕成社 ２４分 深

サツマイモ　かんさつ名人はじめて栽培５ 大角　修　文/菊池　東太　高橋　尚紀　写真 小峰書店 ３３分 深 わいわい文庫2017Ver.2

さよなら　さんかく わかやまけん　もりひさし　わだよしおみ　作 こぐま社 ６分 深 わいわい文庫2017Ver.1

さるかに 浜　なつ子　文/よこやま　ようへい　絵 伊藤忠記念財団 １０分 深・岡・川・花 ★わいわい文庫2014Ver.BLUE

さるかに（紙芝居風） 浜　なつ子　文/よこやま　ようへい　絵 伊藤忠記念財団 １０分 深・岡・川・花 ★わいわい文庫2014Ver.BLUE

さるかに　短縮版 浜　なつ子　文/よこやま　ようへい　絵 伊藤忠記念財団 ７分 深・岡・川・花 ★わいわい文庫2014Ver.BLUE
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さるかに　短縮版（紙芝居風） 浜　なつ子　文/よこやま　ようへい　絵 伊藤忠記念財団 ７分 深・岡・川・花 ★わいわい文庫2014Ver.BLUE

三人ばか（イギリスの昔話）
　愛蔵版おはなしのろうそく２

松岡　享子　訳/大社　玲子　絵 東京子ども図書館 １８分 深・岡・川・花 わいわい文庫2015Ver.２

山月記 中島　敦 ４０分 深 ★一般利用可

三匹の子ぶた ジョウジフ・ジェーコブス ８分 深 ★一般利用可

三匹の子ぶた（英語版）
The Story of the Three Little Pigs

ジョウジフ・ジェーコブス ９分 深 ★一般利用可

三びきのやぎのがらがらどん マーシャ・ブラウン  絵/ 瀬田貞二  訳 福音館書店 １６分 深

三まいの鳥の羽　グリム童話 佐々　梨代子　ほか　訳 東京子ども図書館 １９分 深 わいわい文庫2017Ver.2

シ
Ｚｉｐ　＆　Ｃａｎｄｙ　ジップ＆キャンディ
ロボットたちのクリスマス

にしのあきひろ　絵・文・音訳 幻冬舎 ３１分 深 ★わいわい文庫2016Ver.BLUE

じごくのそうべえ 田島　征彦 童心社 １６分 深・岡・川・花 わいわい文庫2015Ver.1

じごくのそうべえ（紙芝居風） 田島　征彦 童心社 １４分 深・岡・川・花 わいわい文庫2015Ver.1

地震を知ろう　地震災害から身を守るために 文部科学省 ２８分 深 ★わいわい文庫2018Ver.BLUE

失敗学のすすめ 畑中　洋太郎 講談社 472分 深

シップ船長と　いるかのイットちゃん 角野　栄子　作/オームラトモコ　絵 偕成社 ２６分 深・岡・川・花 わいわい文庫2012Ver.２

児童の権利に関する条約（子供の権利条約） ９０分 深 ★一般利用可

シノダ！魔物の森のふしぎな夜 富安　陽子　著/大庭　賢哉　絵 偕成社 ３６９分 深・岡・川・花 わいわい文庫2012Ver.３

渋沢栄一こころざし読本 深谷市教育委員会　編 深谷市 深 ★一般利用可、音声DAISY

渋沢栄一物語 朗読ボランティア　はなみづき　音訳 朗読ボランティア　はなみづき 深 ★一般利用可、音声DAISY

自閉症者からの紹介状 月文瞭 ３８分 深 ★一般利用可
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書名 著者名 出版者 再生時間 所蔵館 備考

しゃくしゃくけむしくん ねじめ　正一　作/はた　こうしろう　絵 福音館書店 １７分 深・岡・川・花 わいわい文庫2015Ver.1

１１ぴきのねこ 馬場　のぼる こぐま社 １４分 深・岡・川・花 わいわい文庫2012Ver.1

１１ぴきのねこ（紙芝居風） 馬場　のぼる こぐま社 １１分 深・岡・川・花 わいわい文庫2012Ver.1

１１ぴきのねことあほうどり 馬場　のぼる こぐま社 １２分 深・岡・川・花 わいわい文庫2013Ver.1

１１ぴきのねことあほうどり（紙芝居風） 馬場　のぼる こぐま社 １１分 深・岡・川・花 わいわい文庫2013Ver.1

１１ぴきのねことぶた 馬場　のぼる こぐま社 １０分 深・岡・川・花 わいわい文庫201４Ver.1

１１ぴきのねことぶた（紙芝居風） 馬場　のぼる こぐま社 １０分 深・岡・川・花 わいわい文庫201４Ver.1

１１ぴきのねことへんなねこ 馬場　のぼる こぐま社 １７分 深・岡・川・花 わいわい文庫201４Ver.1

１１ぴきのねことへんなねこ（紙芝居風） 馬場　のぼる こぐま社 １４分 深・岡・川・花 わいわい文庫201４Ver.1

１１ぴきのねこどろんこ 馬場　のぼる こぐま社 １５分 深・岡・川・花 わいわい文庫2015Ver.1

１１ぴきのねこどろんこ（紙芝居風） 馬場　のぼる こぐま社 １４分 深・岡・川・花 わいわい文庫2015Ver.1

１１ぴきのねこふくろのなか 馬場　のぼる こぐま社 １４分 深・岡・川・花 わいわい文庫2013Ver.1

１１ぴきのねこふくろのなか（紙芝居風） 馬場　のぼる こぐま社 １２分 深・岡・川・花 わいわい文庫2013Ver.1

十五少年漂流記 ジュール＝ベルヌ　作/那須　辰造　訳 講談社 ９分 深

十二支のしんねんかい みき　つきみ　文/柳原　良平　画 こぐま社 １２分 深・岡・川・花 わいわい文庫2015Ver.1

十人十色なカエルの子　ー特別なやり方が必要
な子どもたちの理解のためにー

落合みどり　宮本信也　ふじわらひろこ　作 東京書籍 １１０分 深

１０分で読める　発明・発見をした人の伝記 塩谷　京子　監修 学研プラス １４４分 深 わいわい文庫2017Ver.3

１０分で読める　リーダー・英雄になった人の伝記 塩谷　京子　監修 学研プラス １７７分 深 わいわい文庫2018Ver.3

しょうぼうじどうしゃ　じぷた 渡辺　茂男　作/山本　忠敬　絵 福音館書店 １４分 深・岡・川・花 わいわい文庫2013Ver.1

しょうぼうじどうしゃ　じぷた（紙芝居風） 渡辺　茂男　作/山本　忠敬　絵 福音館書店 １４分 深・岡・川・花 わいわい文庫2013Ver.1
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書名 著者名 出版者 再生時間 所蔵館 備考

白雪姫　 グリム童話 ３５分 深 ★一般利用可

自立生活ハンドブック7「いや」 Kou、Hiroko、Michiko 全日本手をつなぐ育成会 ２４分 深

しりとりあそび　しろとくろ 星川　ひろこ　星川　治雄　著 小学館 ９分 深・岡・川・花 わいわい文庫2015Ver.1

しろうさぎとりんごの木 石井　睦美 文渓堂 ２４分 深

シロクマくんのひみつ ヒド・ファン・ヘネヒテン フレーベル館 １０分 深

しろくまちゃんぱんかいに わかやま　けん こぐま社 ６分 深

しろくまちゃんのほっとけーき わかやま　けん こぐま社 ７分 深

しろくまフロートくんのおねがい 目黒区 深 ★一般利用可

しんかんせん　いま・むかし　Ｅ７系から０系まで 持田　昭俊　文・写真 小峰書店 ５９分 深 わいわい文庫2018Ver.2

しんかんせん　ポケットえほん 小賀野　実　写真 小学館 ５分 深・岡・川・花 わいわい文庫2012Ver.1

新・東京のでんしゃずかん 松本　典久　文/井上　広和　写真 小峰書店 ２６分 深・岡・川・花 わいわい文庫2013Ver.２

新版かぶとむし　かぶとむしの一生 得田　之久　文・絵 福音館書店 １６分 深・岡・川・花 わいわい文庫201４Ver.1

ス 図解　東京スカイツリーのしくみ NHK出版　編 NHK出版 ７６分 深・岡・川・花 わいわい文庫2015Ver.２

スズメとカラス（バングラデシュの昔話）
　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 １１分 深・岡・川・花 わいわい文庫2014Ver.2

すてきな　三にんぐみ トミー＝アンゲラー　作/今江　祥智　訳 偕成社 １３分 深・岡・川・花 わいわい文庫2015Ver.1

スーホの白い馬　モンゴル民話 大塚　勇三　再話/赤羽　末吉　画 福音館書店 ２０分 深 わいわい文庫2016Ver.2

炭焼き小五郎と玉津姫　標準語テキスト版
日本昔話の旅２１　大分県

大分県立三重総合高等学校ほか　協力 ９分 深 ★わいわい文庫2018Ver.BLUE

炭焼き小五郎と玉津姫　方言テキスト版
日本昔話の旅２１　大分県

大分県立三重総合高等学校ほか　協力 ９分 深 ★わいわい文庫2018Ver.BLUE
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書名 著者名 出版者 再生時間 所蔵館 備考

セ
せいめいのれきし：
 地球上にせいめいがうまれたときからいままで
のおはなし

バージニア・リー・バートン　文・絵 岩波書店 ７０分 深

せいめいのれきし　改訂版
バージニア・リー・バートン　文・絵
いしいももこ　訳

岩波書店 ７１分 深 わいわい文庫2018Ver.3

精霊の守り人 上橋　菜穂子　作/二木　真希子　絵 　偕成社 ４３０分 深 わいわい文庫2017Ver.3

せかいでいちばん大きなかがみ 三越　左千夫　詩/阿見　みどり　絵 銀の鈴社 ５４分 深 わいわい文庫2016Ver.3

セミたちの夏 筒井　学　写真と文 小学館 ２１分 深 わいわい文庫2017Ver.3

ソ 空色バレリーナ 牧野　節子　作/よこやま　ようへい　絵 角川学芸出版 １５８分 深・岡・川・花 わいわい文庫2012Ver.2

空とぶ船と世界一のばか　ロシアのむかしばなし アーサー・ランサム　文 岩波書店 ３８分 深 わいわい文庫2017Ver.3

そらまめくんとながいながいまめ なかや　みわ　作・絵 小学館 １５分 深・岡・川・花 わいわい文庫2013Ver.1

タ だいじょうぶだいじょうぶ いとう ひろし　作・絵 講談社 １６分 深

ダイダラボッチ むかしばなし　布の絵本制作：宮文子 ４分 深 ★一般利用可

高瀬舟　 森　鴎外 ４４分 深 ★一般利用可

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～ 市川　貴祐　小貫　智晴　文/溝井　智大　写真 専修大学アクセシブルメディア研修会 １７分 深・岡・川・花 ★わいわい文庫2014Ver.BLUE

たくさんあるよ　おすもうあそび 川崎市に住む少年少女ボランティアグループ　モデル 伊藤忠記念財団 ８分 深・岡・川・花 ★わいわい文庫2013Ver.BLUE

ただいまお仕事中 おちとよこ　文/秋山　とも子　絵 福音館書店 １３９分 深 わいわい文庫2018Ver.3

たにし長者（日本の昔話）
　愛蔵版おはなしのろうそく４

大社　玲子　絵 東京子ども図書館 １５分 深・岡・川・花 わいわい文庫2014Ver.2

たのしいなサファリバス 小賀野　実　写真・文 あかね書房 ４１分 深 わいわい文庫2018Ver.2

だるまさんが かがくい　ひろし ブロンズ新社 ３分 深

だるまさんと かがくい　ひろし ブロンズ新社 ３分 深
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書名 著者名 出版者 再生時間 所蔵館 備考

だるまさんの かがくい　ひろし ブロンズ新社 ３分 深

だるまちゃんとてんぐちゃん かこさとし 福音館書店 １６分 深

ダンゴムシ　はじめての飼育４ 本間　正樹　文/菊池　東太　写真 小峰書店 ３４分 深 わいわい文庫2018Ver.2

ダンゴムシのコロリンコくん カズコ・G・ストーン　文・絵 岩波書店 １９分 深 わいわい文庫2017Ver.1

たんぽぽ 甲斐　信枝　作・絵 金の星社 １３分 深 わいわい文庫2016Ver.2

チ ちいさいおうち バージニア・リー・バートン　文と絵/いしいももこ　訳 岩波書店 ２５分 深・岡・川・花 わいわい文庫2015Ver.1

ちいさいタネ エリック＝カール　作/ ゆあさ ふみえ　訳 偕成社 １６分 深

ちいさなねこ 石井　桃子　作/横内　襄　絵 福音館書店 ９分 深 わいわい文庫2018Ver.1

小さき者へ 有島　武郎 ５９分 深 ★一般利用可

ちいさなきしゃとおおきなおきゃくさん クリス・ウォーメル　作・絵/小風　さち　訳 徳間書店 １８分 深 わいわい文庫2017Ver.1

チキチキチキチキいそいでいそいで 角野　栄子　文/荒井　良二　絵 あかね書房 １４分 深 わいわい文庫2017Ver.1

チキチキチキチキいそいでいそいで（紙芝居風) 角野　栄子　文/荒井　良二　絵 あかね書房 １１分 深 わいわい文庫2017Ver.1

地球観測ガイドブック 伊藤忠記念財団 ５４分 深 ★わいわい文庫2017Ver.BLUE

地球のてっぺんに立つ！　エベレスト スティーブ・ジェンキンズ　作 評論社 ３７分 深 わいわい文庫2017Ver.3

地球へのピクニック 谷川　俊太郎　詩/長　新太　絵 銀の鈴社 ５９分 深・岡・川・花 わいわい文庫2014Ver.2

チモとかしこいおひめさま（フィンランドの昔話）
　愛蔵版おはなしのろうそく７

東京こども図書館　訳/大社　玲子　絵 東京子ども図書館 １６分 深・岡・川・花 わいわい文庫2012Ver.２

ちゃんと　たべなさい ゲス・グレイ　文/ニック・シャラット　絵　ほか 小峰書店 １３分 深 わいわい文庫2016Ver.1

ちゃんと　たべなさい（紙芝居風） ゲス・グレイ　文/ニック・シャラット　絵　ほか 小峰書店 １０分 深 わいわい文庫2016Ver.1

注文の多い料理店 宮沢　賢治　作/しまだ　むつこ　絵 偕成社 ２９分 深 わいわい文庫2017Ver.3

注文の多い料理店 宮沢　賢治 ２５分 深 ★一般利用可
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ツ 月夜のみみずく ジェイン＝ヨーレン　詩/ ジョン＝ショーエンヘール 　絵 偕成社 ２４分 深

月・惑星探査ガイドブック 宇宙航空研究開発機構（JAXA） 伊藤忠記念財団 ８６分 深 ★わいわい文庫2017Ver.BLUE

つるのよめさま 浜　なつ子　文/よこやま　ようへい　絵 伊藤忠記念財団 １５分 深・岡・川・花 ★わいわい文庫2015Ver.BLUE

つるのよめさま（紙芝居風） 浜　なつ子　文/よこやま　ようへい　絵 伊藤忠記念財団 １２分 深・岡・川・花 ★わいわい文庫2015Ver.BLUE

つるのよめさま　短縮版 浜　なつ子　文/よこやま　ようへい　絵 伊藤忠記念財団 ８分 深・岡・川・花 ★わいわい文庫2015Ver.BLUE

つるのよめさま　短縮版（紙芝居風） 浜　なつ子　文/よこやま　ようへい　絵 伊藤忠記念財団 １３分 深・岡・川・花 ★わいわい文庫2015Ver.BLUE

テ ディスレクシアのための図書館サービスのガイドライン
ギッダ・スカット・ニールセン
 ビルギッタ・イールヴァール

７６分 深 ★一般利用可

DAISYってなんだろう？ （財）日本障害者リハビリテーション協会 深 ★一般利用可

手紙でつむぐ「ありがとう」の思い作品集
　第１集～第４集

深谷市教育委員会　編 深谷市 深 ★一般利用可、音声DAISY

てくとこ　ずんずん マーガレット・ワイズ・ブラウン　詩/レミー・シャーリップ　絵/木坂涼訳誌 集英社 １６分 深・岡・川・花 わいわい文庫201４Ver.２

てぶくろ エウゲーニー・M・ラチョフ　絵/うちだりさこ 訳 福音館書店 ９分 深

手袋を買いに 新美　南吉 １７分 深 ★一般利用可

てんぐのかくれみの　標準語テキスト版
日本昔話の旅６　熊本県

熊本県立図書館　文/興儀沙仁扇　絵 伊藤忠記念財団 １２分 深 ★わいわい文庫2016Ver.BLUE

てんぐのかくれみの　方言テキスト版
日本昔話の旅６　熊本県

熊本県立図書館　文/興儀沙仁扇　絵 伊藤忠記念財団 １２分 深 ★わいわい文庫2016Ver.BLUE

でんしゃ（わかち読み） バイロン・バートン　作・絵/こじままもる　訳 金の星社 ５分 深 わいわい文庫2018Ver.1

でんしゃ（紙芝居風） バイロン・バートン　作・絵/こじままもる　訳 金の星社 ５分 深 わいわい文庫2018Ver.1

てんてん！ 矢部　剛　企画/東京都立高等学校　ほか協力 ５分 深 ★わいわい文庫2018Ver.BLUE
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天女の里がえり　中国のむかしばなし 君島　久子　文/小野　かおる　絵 岩波書店 ２２分 深 わいわい文庫2017Ver.2

天福　地福（日本の昔話）
　愛蔵版おはなしのろうそく７

東京子ども図書館　再話/大社　玲子　絵 東京子ども図書館 ９分 深・岡・川・花 わいわい文庫2013Ver.2

ト 東京モノレールのこれまでこれから 東京モノレール　監修・資料提供/矢部　剛　編著 伊藤忠記念財団 １０分 深・岡・川・花 ★わいわい文庫2015Ver.BLUE

東京モノレール車両ラインアップ 東京モノレール　監修・資料提供/矢部　剛　編著 伊藤忠記念財団 １０分 深・岡・川・花 ★わいわい文庫2015Ver.BLUE

道後温泉の鷺石と玉の石　標準語テキスト版
日本昔話の旅１１　愛媛県

松山市教育委員会　ほか　協力 伊藤忠記念財団 ６分 深 ★わいわい文庫2017Ver.BLUE

道後温泉の鷺石と玉の石　方言テキスト版
日本昔話の旅１１　愛媛県

松山市教育委員会　ほか　協力 伊藤忠記念財団 ６分 深 ★わいわい文庫2017Ver.BLUE

父さんは地球儀の上にいる 加藤　章子　作/小松　良佳　絵 角川学芸出版 １５５分 深 わいわい文庫2016Ver.2

どうしてかぜをひくの？
インフルエンザになるの？

清水　直樹・清水　さゆり　監修
せべまさゆき　絵

金の星社 ２６分 深 わいわい文庫2018Ver.2

動物園に行こう！ 東京動物園協会　監修・写真提供 伊藤忠記念財団 ３３分 深 ★わいわい文庫2016Ver.BLUE

動物と向き合って生きる　旭山動物園獣医・坂東元 坂東　元　著/あべ　弘士　絵 角川学芸出版 ３３９分 深・岡・川・花 わいわい文庫201４Ver.３

どうぶつのおかあさん 小森　厚　文/薮内　正幸　絵 福音館書店 ５分 深・岡・川・花 わいわい文庫2015Ver.1

どうぶつレストラン 東京動物園協会　写真・音源提供 伊藤忠記念財団 ７分 深 ★わいわい文庫2016Ver.BLUE

どーこだ！！～海の中のかくれんぼ～ 林　俊明　写真・文 伊藤忠記念財団 ８分 深・岡・川・花 ★わいわい文庫2015Ver.BLUE

杜子春 芥川　竜之介 ２５分 深 ★一般利用可

図書館に児童室ができた日
アン・キャロル・ムーアのものがたり

ジャン・ピンボロー　文/デビー・アトウェル　絵 徳間書店 ３６分 深 わいわい文庫2017Ver.3

としょかんライオン ミシェル・ヌードセン　作/ ケビン・ホークス　絵 岩崎書店 ３４分 深
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とべバッタ 田島　征三 偕成社 ９分 深・岡・川・花 わいわい文庫2014Ver.1

ともだちや 内田　麟太郎　作/降矢なな　絵 偕成社 １５分 深 わいわい文庫2016Ver.1

ともだちや（紙芝居風） 内田　麟太郎　作/降矢なな　絵 偕成社 １２分 深 わいわい文庫2016Ver.1

どれを食べたかな 矢部　剛　企画 伊藤忠記念財団 ４分 深 ★わいわい文庫2016Ver.BLUE

どんぐりと山猫 宮沢　賢治 ３３分 深 ★一般利用可

どんぐりむらの　ぼうしやさん なかや　みわ　作・絵 学研教育出版 １５分 深 わいわい文庫2016Ver.1

とんとんとん あきやまただし　作・絵 金の星社 ６分 深 わいわい文庫2018Ver.1

とんとんとん（紙芝居風） あきやまただし　作・絵 金の星社 ６分 深 わいわい文庫2018Ver.1

どんぶら　どんぶら　七福神 みきつきみ　文/柳原　良平　画 こぐま社 ９分 深 わいわい文庫2018Ver.1

ナ
長ぐつをはいたネコ（ペルー昔話）
　愛蔵版おはなしのろうそく３

東京子ども図書館　編訳/大社　玲子　絵 東京子ども図書館 ２０分 深・岡・川・花 わいわい文庫2013Ver.２

なぞなぞのすきな女の子 松岡　享子　作/大社　玲子　絵 学研教育出版 ４０分 深・岡・川・花 わいわい文庫201４Ver.２

なぞなぞのみせ 石津　ちひろ　なぞなぞ/なかざわ　くみこ　絵 偕成社 ２８分 深・岡・川・花 わいわい文庫201４Ver.２

夏のサイン 最上　一平　作/よこやま　ようへい　絵 角川学芸出版 １５２分 深・岡・川・花 わいわい文庫2015Ver.３

ななみちゃんとつくろう　はじめてのおかし NHK出版　編 NHK出版 ８９分 深・岡・川・花 わいわい文庫2015Ver.２

ななみちゃんとつくろう　はじめてのりょうり NHK出版　編/舘野　鏡子　監修 NHK出版 ８１分 深・岡・川・花 わいわい文庫201４Ver.２

ななみちゃんの漢字えほん 正村　史郎　作/円満　字二郎　解説 NHK出版 ３２分 深・岡・川・花 わいわい文庫201４Ver.２

なまくらトック（ボルネオの昔話）
　愛蔵版おはなしのろうそく２

松岡　享子　訳/大社　玲子　絵 東京子ども図書館 １８分 深・岡・川・花 わいわい文庫2012Ver.２

なら梨とり（日本の昔話）
　愛蔵版おはなしのろうそく３

東京子ども図書館　編/大社　玲子　絵 東京子ども図書館 １１分 深・岡・川・花 わいわい文庫2012Ver.２
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ニ 日本の昔話１　甲賀三郎 おざわ　としお　著/赤羽　末吉　画 福音館書店 ２１分 深・岡・川・花 わいわい文庫201２Ver.３

日本の昔話１　猿婿 おざわ　としお　著/赤羽　末吉　画 福音館書店 １６分 深・岡・川・花 わいわい文庫201２Ver.３

日本の昔話１　木魂の嫁入り おざわ　としお　著/赤羽　末吉　画 福音館書店 １２分 深・岡・川・花 わいわい文庫201２Ver.３

日本の昔話１　浦島太郎 おざわ　としお　著/赤羽　末吉　画 福音館書店 １３分 深・岡・川・花 わいわい文庫201２Ver.３

日本の昔話１　山寺の化けもの おざわ　としお　著/赤羽　末吉　画 福音館書店 １３分 深・岡・川・花 わいわい文庫201２Ver.３

ニングルの森 倉本　聰　著/黒田　征太郎　画 集英社 １１３分 深・岡・川・花 わいわい文庫2015Ver.３

二ひきのこぐま イーラ　作/松岡　享子　訳 こぐま社 １５分 深 わいわい文庫2018Ver.1

庭のマロニエ　アンネ・フランクを見つめた木 ジェフ＝ゴッテスフェルド　文 評論社 ２０分 深 わいわい文庫2018Ver.3

にんじん せな　けいこ　作・絵 福音館書店 ４分 深

額田のたっさい　標準語テキスト版
日本昔話の旅１７　茨城県

茨城県立図書館　ほか　協力 伊藤忠記念財団 ８分 深 ★わいわい文庫2017Ver.BLUE

額田のたっさい　方言テキスト版
日本昔話の旅１７　茨城県

茨城県立図書館　ほか　協力 伊藤忠記念財団 ９分 深 ★わいわい文庫2017Ver.BLUE

ネ ねえ、どれが、いい？ ジョン・バーニンガム　作/まつかわ　まゆみ　訳 評論社 １１分 深 わいわい文庫2017Ver.1

ねこの詩 牧　陽子　詩/渡辺　あきお　絵 銀の鈴社 ４２分 深・岡・川・花 わいわい文庫2015Ver.３

ねずくんとらくんのあついあついあつい たるい　しまこ　作・絵 福音館書店 １６分 深・岡・川・花 わいわい文庫2013Ver.1

ねずみのすもうとり　標準語テキスト版
日本昔話の旅　３０　山形県

東北文教大学短期大学部　ほか ６分 深 ★わいわい文庫2018Ver.BLUE

ねずみのすもうとり　方言テキスト版
日本昔話の旅　３０　山形県

東北文教大学短期大学部　ほか ６分 深 ★わいわい文庫2018Ver.BLUE

ねずみのよめいり 木暮　正夫　作/　朝倉　めぐみ　絵 世界文化社 ８分 深
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ノ 野原くん よしだちなつと歩人クラブの子どもたち　絵 銀の鈴社 ６８分 深 わいわい文庫2018Ver.3

のはらの　ひなまつり 神沢　利子　作/岩村　和朗　絵 金の星社 ２２分 深・岡・川・花 わいわい文庫2015Ver.1

のろまなローラー 小出　正吾　作/山本　忠敬　絵 福音館書店 １２分 深 わいわい文庫2018Ver.1

ノンタン　おはよう キヨノサチコ　作・絵 偕成社 ５分 深 わいわい文庫2017Ver.1

ノンタン　おやすみなさい キヨノサチコ　作・絵 偕成社 ４分 深

ノンタン　おやすみなさい キヨノサチコ　作・絵 偕成社 ７分 深 わいわい文庫2018Ver.1

ノンタン　じどうしゃぶっぶー キヨノサチコ　作・絵 偕成社 ６分 深・岡・川・花 わいわい文庫201４Ver.1

ノンタン　にんにん　にこにこ　赤ちゃん版 キヨノサチコ　作・絵 偕成社 ８分 深・岡・川・花 わいわい文庫201２Ver.１

ノンタン　はみがき　はーみー キヨノサチコ　作・絵 偕成社 ５分 深 わいわい文庫2017Ver.1

ノンタン　ほわ ほわ ほわわ キヨノサチコ　作・絵 偕成社 １３分 深

ハ ばけものづかい せな　けいこ　作・絵 童心社 ９分 深 わいわい文庫2016Ver.1

ばけものづかい（紙芝居風） せな　けいこ　作・絵 童心社 ７分 深 わいわい文庫2016Ver.1

はじめてのおつかい 筒井　頼子　作/林　明子　絵 福音館書店 １３分 深 わいわい文庫2016Ver.1

はじめての古事記　日本の神話 竹中　淑子　根岸　貴子　文/スズキコージ　絵 徳間書店 １１９分 深・岡・川・花 わいわい文庫2015Ver.2

はじめてのキャンプ 林　明子　作・絵 福音館書店 ２６分 深・岡・川・花 わいわい文庫2013Ver.1

はしれ！ぐるぐる　やまのてせん もちだ　あきとし　文・写真 小峰書店 ２６分 深 わいわい文庫2017Ver.2

走れメロス 太宰　治 ４０分 深 ★一般利用可

バースデーケーキができたよ！ くぼ　りえ　作・絵 チャイルド本社 ９分 深 ★一般利用可

バスラの図書館員 イラクで本当にあった話 ジャネット・ウィンター 　絵・文 晶文社 ２０分 深

はたけの詩 大久保　テイ子　詩/渡辺　安芸夫　絵 たて出版 ２１分 深 わいわい文庫2016Ver.3

はたらくくるま　ポケットえほん 小賀野　実　写真 小学館 ４分 深・岡・川・花 わいわい文庫2012Ver.1
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ハチの恩返し　標準語テキスト版
日本昔話の旅１４　三重県

三重県立図書館　ほか　協力 伊藤忠記念財団 ８分 深 ★わいわい文庫2017Ver.BLUE

ハチの恩返し　方言テキスト版
日本昔話の旅１４　三重県

三重県立図書館　ほか　協力 伊藤忠記念財団 ８分 深 ★わいわい文庫2017Ver.BLUE

初恋 島崎　藤村　詩/ かわかみ　たかこ　絵　他 ほるぷ出版 １６分 深

はなさかじい 浜　なつ子　文/よこやま　ようへい　絵 伊藤忠記念財団 １７分 深・岡・川・花 ★わいわい文庫2013Ver.BLUE

はなさかじい（紙芝居風） 浜　なつ子　文/よこやま　ようへい　絵 伊藤忠記念財団 １７分 深・岡・川・花 ★わいわい文庫2013Ver.BLUE

はなさかじい　短縮版 浜　なつ子　文/よこやま　ようへい　絵 伊藤忠記念財団 ８分 深・岡・川・花 ★わいわい文庫2013Ver.BLUE

はなさかじい　短縮版（紙芝居風） 浜　なつ子　文/よこやま　ようへい　絵 伊藤忠記念財団 ８分 深・岡・川・花 ★わいわい文庫2013Ver.BLUE

ハナさんのおきゃくさま 角野　栄子　作/西川　おさむ　絵 福音館書店 １６７分 深・岡・川・花 わいわい文庫2012Ver.２

ばばばあちゃんのアイス・パーティ さとう　わきこ　作/佐々木　志乃　協力 福音館書店 １４分 深・岡・川・花 わいわい文庫2015Ver.1

パパンがパン 矢部　剛　企画・文/岩沢　雄一郎　中村　信行　写真 伊藤忠記念財団 ５分 深・岡・川・花 ★わいわい文庫2014Ver.BLUE

はらぺこあおむし（滑らか読み） エリック＝カール　作/もり　ひさし　訳 偕成社 ８分 深・岡・川・花 わいわい文庫2013Ver.1

はらぺこあおむし（わかち読み） エリック＝カール　作/もり　ひさし　訳 偕成社 ９分 深・岡・川・花 わいわい文庫2013Ver.1

パラリンピックかんたん！ガイド　夏季大会編 日本障がい者スポーツ協会 日本パラリンピック委員会 ３７分 深 ★わいわい文庫2018Ver.BLUE

パラリンピックかんたん！ガイド　冬季大会編 日本障がい者スポーツ協会 日本パラリンピック委員会 ２７分 深 ★わいわい文庫2018Ver.BLUE

ハリネズミと金貨　ロシアのおはなし ウラジミール・オルロフ　原作 偕成社 ２０分 深 わいわい文庫2018Ver.2

はる　なつ　あき　ふゆ　もうひとつ 糸永　えつこ　詩/高見　八重子　絵 銀の鈴社 １３分 深 わいわい文庫2018Ver.3

ヒ ひこうきや　うちゅう船 相馬　仁　監修/元浦　年康ほか　写真 小峰書店 ８６分 深 わいわい文庫2017Ver.2

眉山　 太宰　治 ２７分 深 ★一般利用可

ひとまねこざるときいろいぼうし Ｈ・Ａ．レイ　文・絵/光吉　夏弥　訳 岩波書店 １６分 深 わいわい文庫2018Ver.2
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ひとりぼっちのかいぶつといしのうさぎ クリス・ウォーメル　作・絵/吉上　恭太　訳 徳間書店 １４分 深 わいわい文庫2017Ver.3

ひまへまごろあわせ まど・みちお　阪田　寛夫　文/かみやしん　絵 小峰書店 ３７分 深・岡・川・花 わいわい文庫2012Ver.３

百人一首 深 ★一般利用可

１００万回生きたねこ 佐野 洋子　作・絵 講談社 ２２分 深

ひろしまのピカ 丸木　俊　文・絵 小峰書店 ２８分 深・岡・川・花 わいわい文庫2013Ver.3

広島平和記念資料館　学習ハンドブック 広島平和記念資料館 ５５分 深 わいわい文庫2018Ver.3

ビロードのうさぎ マージェリィ・Ｗ．ビアンコ 　原作/酒井 駒子　絵・抄訳 ブロンズ新社 ２４分 深

ピン・ポン・バス 竹下　文子/鈴木　まもる　絵 偕成社 １２分 深・岡・川・花 わいわい文庫2015Ver.1

フ 武器より一冊の本をください　少女マララ・ユスフザイの祈り ヴィヴィアナ・マッツァ　著/横山　千里　訳 金の星社 ２２６分 深 わいわい文庫2018Ver.3

ふくしまからきた子 松本　春野 岩崎書店 ２２分 深

プーさんとであった日 リンジー・マティック　文/ソフィー・ブラッコール　絵 評論社 ２６分 深 わいわい文庫2018Ver.3

ぶたたぬききつねねこ 馬場　のぼる こぐま社 ４分 深・岡・川・花 わいわい文庫201４Ver.1

船乗シンドバッド 菊池　寛　訳 １３１分 深 ★一般利用可

舟をつくる 関野　吉晴　監修・写真　ほか 徳間書店 ４８分 深 わいわい文庫2016Ver.3

ふらいぱんじいさん 神沢　利子　作/堀内　誠一　絵 あかね書房 ３１分 深・岡・川・花 わいわい文庫2015Ver.2

フランダースの犬 ウィーダ １５５分 深 ★一般利用可

ふるさとは、夏 芝田　勝茂　作/小林　敏也　画 福音館書店 ６１０分 深・岡・川・花 わいわい文庫2014Ver.3

ヘ ヘスターとまじょ バイロン・バートン　作・絵/かけがわ　やすこ　訳 小峰書店 １１分 深・岡・川・花 わいわい文庫2013Ver.1

ぺったん！サンドイッチ 鈴木　まもる 小峰書店 ７分 深・岡・川・花 わいわい文庫2015Ver.1

へんしんオバケ あきやまただし　作・絵 金の星社 １０分 深 わいわい文庫2016Ver.1

へんしんオバケ（紙芝居風） あきやまただし　作・絵 金の星社 ９分 深 わいわい文庫2016Ver.1
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へんしんトンネル あきやまただし　作・絵 金の星社 ９分 深 わいわい文庫2017Ver.1

へんてこもりにいこうよ たかどの　ほうこ　作・絵 偕成社 ２９分 深・岡・川・花 わいわい文庫2013Ver.2

ホ ぼくの１にち 福山 恭子　文/和田　むつこ　絵 ６分 深 ★一般利用可

ぼくのきんぎょをやつらがねらう！ 武田　美穂　作 小学館 ７分 深 わいわい文庫2018Ver.1

ぼくのきんぎょをやつらがねらう！（紙芝居風） 武田　美穂　作 小学館 ７分 深 わいわい文庫2018Ver.1

ぼくのぼうけん なかの　ひろたか 福音館書店 １２分 深・岡・川・花 わいわい文庫2013Ver.1

ぼくんち豆腐屋 上條　さなえ　作/相沢　るつ子　絵 KADOKAWA １３３分 深 わいわい文庫2017Ver.2

ホシオくん　天文台へゆく 高橋　淳　坂井　治　嶺重　慎　作　他 読書工房 １７分 深・岡・川・花 ★わいわい文庫2014Ver.BLUE

星と星座の伝説　夏 瀬川　昌男 小峰書店 １１１分 深・岡・川・花 わいわい文庫2012Ver.3

星は友だち！　はじめよう星空観察 永田　美絵　著 NHK出版 ２２３分 深 わいわい文庫2017Ver.3

ぼちぼち　いこか マイク＝セイラー　作/ロバート＝グロスマン　絵 偕成社 ７分 深 わいわい文庫2016Ver.1

ホットケーキ（ノルウェーの昔話）
　愛蔵版おはなしのろうそく９

松岡　享子　訳/大社　玲子　絵 東京子ども図書館 １７分 深・岡・川・花 わいわい文庫2012Ver.2

ポリーとはらぺこオオカミ キャサリン・ストー　作 岩波書店 １６３分 深 わいわい文庫2016Ver.2

マ
まぁだまだわからん　方言テキスト版
日本昔話の旅１９　山口県

山口県点字図書館　ほか　協力 伊藤忠記念財団 ７分 深 ★わいわい文庫2017Ver.BLUE

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

越智　隆治　写真と文 小学館 １８分 深・岡・川・花 わいわい文庫2015Ver.3

まさか！ 矢部　剛　企画・文 ９分 深 ★わいわい文庫2018Ver.BLUE

魔女えほん　１　魔女がいちばんほしいもの はしだてえつこ　作・絵 銀の鈴社 ９分 深 わいわい文庫2017Ver.1
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魔女えほん　１　魔女がいちばんほしいもの
（紙芝居風）

はしだてえつこ　作・絵 銀の鈴社 １２分 深 わいわい文庫2017Ver.1

魔女の宅急便 角野　栄子　作/林　明子　画 福音館書店 ４１２分 深・岡・川・花 わいわい文庫2013Ver.3

又吾とえんこう　方言テキスト版
日本昔話の旅１８　高知県

高知市民図書館　ほか　協力 伊藤忠記念財団 １０分 深 ★わいわい文庫2017Ver.BLUE

まちではたらくじどうしゃ 関口　猪一郎　文・絵 小峰書店 １５分 深・岡・川・花 わいわい文庫2014Ver.1

まるちゃんみっけ！ こぐれ　けいすけ　作・ブックデザイン 学研教育出版 ７分 深・岡・川・花 わいわい文庫2013Ver.1

マッチ売りの少女 ハンス・クリスチャン・アンデルセン　作 １０分 深 ★一般利用可

マッチ売りの少女（英語版）
The Little Match Girl

ハンス・クリスチャン・アンデルセン　作 ９分 深 ★一般利用可

マメジカ　カンチルが　穴に落ちる話
インドネシアの昔話

松井　由紀子　再話/大社　玲子　絵 東京子ども図書館 １２分 深 わいわい文庫2016Ver.2

まめたろう　イランの昔話 小林　いづみ　訳/大社　玲子　絵 東京子ども図書館 １６分 深 わいわい文庫2016Ver.2

ミ みいつけた ＬａＺＯＯ　作/あらかわしずえ　絵 学研プラス ３分 深 わいわい文庫2018Ver.1

みいでらのかね　方言テキスト版
日本昔話の旅２２　滋賀県

今関　信子　ほか １１分 深 ★わいわい文庫2018Ver.BLUE

みけねこレストラン 竹下　文子/鈴木　まもる　絵 偕成社 ４３分 深・岡・川・花 わいわい文庫2012Ver.2

身近に見られる鳥
　バードウォッチング入門２

栗林　菊夫　解説/松田　道生　録音　等 伊藤忠記念財団 ２３分 深・岡・川・花 ★わいわい文庫2013Ver.BLUE

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

栗林　菊夫　解説/松田　道生　録音　等 伊藤忠記念財団 １７分 深・岡・川・花 ★わいわい文庫2014Ver.BLUE
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みつけた！びっくり虫　ちいさないきものずかん 谷本　雄治　文/石森　愛彦　絵 童心社 ５０分 深 わいわい文庫2018Ver.2

みっつのねがいごと マーゴット・ツェマック　文・絵/小風　さち　訳 岩波書店 １４分 深・岡・川・花 わいわい文庫2015Ver.1

みっつのねがいごと（紙芝居風） マーゴット・ツェマック　文・絵/小風　さち　訳 岩波書店 １２分 深・岡・川・花 わいわい文庫2015Ver.1

ミニトマト　かんさつ名人はじめての栽培４ 大角　修　文/菊池　東太ほか　写真 小峰書店 ３２分 深 わいわい文庫2018Ver.2

見沼のふえ
日本昔話の旅１３　埼玉県

埼玉県立久喜図書館　ほか　協力 伊藤忠記念財団 １７分 深 ★わいわい文庫2017Ver.BLUE

耳無芳一の話 小泉　八雲 ３４分 深 ★一般利用可

未来をつくる君たちへ 立花　隆　関川　夏央　松本　健一　著 日本放送出版協会 １０９分 深・岡・川・花 わいわい文庫2013Ver.3

みるなのくら　標準語テキスト版
日本昔話の旅　２４　新潟県

野上　千恵子　ほか ７分 深 ★わいわい文庫2018Ver.BLUE

みるなのくら　方言テキスト版
日本昔話の旅　２４　新潟県

野上　千恵子　ほか １０分 深 ★わいわい文庫2018Ver.BLUE

みんなうんち 五味太郎　作 福音館書店 ５分 深 わいわい文庫2016Ver.1

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（JDF）発行 ２１５分 深 ★一般利用可

みんなを守るいのちの授業
大つなみと釜石の子どもたち

片田　敏孝　ＮＨＫ取材班 NHK出版 １５４分 深 わいわい文庫2016Ver.3

ム
むかしばなしの鳥たち
　バードウォッチング入門４

栗林　菊夫　解説/松田　道生　録音　等 伊藤忠記念財団 １８分 深・岡・川・花 ★わいわい文庫2015Ver.BLUE

メ 名馬キャリコ バージニア・リー・バートン　絵・文 岩波書店 ３０分 深 わいわい文庫2017Ver.3

メダカ　はじめての飼育２ 本間　正樹　文/菊池　東太　写真 小峰書店 ４１分 深 わいわい文庫2017Ver.2
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モ モチモチの木 斎藤　隆介　作/滝平　二郎　絵　 岩崎書店 ２５分 深

もっちゃう　もっちゃう　もっちゃう 土屋　富士夫　作・絵 徳間書店 １５分 深 わいわい文庫2016Ver.1

もっちゃう　もっちゃう　もっちゃう（紙芝居風） 土屋　富士夫　作・絵 徳間書店 １２分 深 わいわい文庫2016Ver.1

ももたろう 浜　なつ子　文/よこやま　ようへい　絵 伊藤忠記念財団 １２分 深・岡・川・花 ★わいわい文庫2015Ver.BLUE

ももたろう（紙芝居風） 浜　なつ子　文/よこやま　ようへい　絵 伊藤忠記念財団 １３分 深・岡・川・花 ★わいわい文庫2015Ver.BLUE

ももたろう　短縮版 浜　なつ子　文/よこやま　ようへい　絵 伊藤忠記念財団 ８分 深・岡・川・花 ★わいわい文庫2015Ver.BLUE

ももたろう　短縮版（紙芝居風） 浜　なつ子　文/よこやま　ようへい　絵 伊藤忠記念財団 ７分 深・岡・川・花 ★わいわい文庫2015Ver.BLUE

ももたろう　標準語テキスト版
日本昔話の旅５　岡山県

稲田　和子　再話/金谷　朱尾子　絵 伊藤忠記念財団 ９分 深 ★わいわい文庫2016Ver.BLUE

ももたろう　方言テキスト版
日本昔話の旅５　岡山県

稲田　和子　再話/金谷　朱尾子　絵 伊藤忠記念財団 ９分 深 ★わいわい文庫2016Ver.BLUE

森おばけ 中川　季枝子　作/山川　百合子　絵 福音館書店 １５４分 深・岡・川・花 わいわい文庫2012Ver.2

もりのなか マリー・ホール・エッツ　文・絵/まさき　るりこ　訳 福音館書店 １４分 深・岡・川・花 わいわい文庫2013Ver.2

もりのへなそうる 渡辺　茂男　作/山脇　百合子　絵 福音館書店 １３６分 深・岡・川・花 わいわい文庫2014Ver.2
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ヤ やおやさん 八百皆　協力/桑田　恵里　写真 伊藤忠記念財団 3分 深・岡・川・花 ★わいわい文庫2012Ver.1

やおやでおかいもの 八百皆　協力/桑田　恵里　写真 伊藤忠記念財団 ４分 深・岡・川・花 ★わいわい文庫2012Ver.1

やじるし 平田　利之　作 あかね書房 ７分 深 わいわい文庫2017Ver.1

山とばしにあったポロモイ　標準語テキスト版
日本昔話の旅７　北海道

南幌町公民館図書室読み聞かせサークル　作・絵 伊藤忠記念財団 ６分 深 ★わいわい文庫2016Ver.BLUE

山を歩く 岡野　正和　写真/矢部　剛　企画・文 伊藤忠記念財団 ８分 深・岡・川・花 ★わいわい文庫2014Ver.BLUE

やさいだいすき 柳原　良平　作・絵 こぐま社 ７分 深・岡・川・花 わいわい文庫2012Ver.1

ユ ゆうびんやさんと　ドロップゆう たかどの　ほうこ　作/佐々木　マキ　絵 偕成社 ４６分 深・岡・川・花 わいわい文庫2012Ver.2

ゆうべのうちに 原　国子　詩/高畠　純　絵 銀の鈴社 ４４分 深 わいわい文庫2017Ver.3

雪女 小泉　八雲 １９分 深 ★一般利用可

ゆきのひ エズラ＝ジャック＝キーツ　文・絵 偕成社 １０分 深 わいわい文庫2018Ver.1

夢十夜 夏目　漱石 ８４分 深 ★一般利用可

夢なかるべからず 朗読ボランティア　はなみづき　音訳 深 ★一般利用可、音声DAISY

夢の動物園　旭山動物園の明日 坂東　元 角川学芸出版 ３９６分 深 わいわい文庫2016Ver.3

ヨ
養老の泉　方言テキスト版
日本昔話の旅２０　岐阜県

岐阜県立図書館　ほか　協力 伊藤忠記念財団 ９分 深 ★わいわい文庫2017Ver.BLUE

よかったね　ネッドくん レミー・シャーリップ　作　ほか 偕成社 １３分 深 わいわい文庫2016Ver.1

よだかの星 宮沢　賢治 ２６分 深 ★一般利用可

ラ 羅生門 芥川　龍之介 ４７分 深 ★一般利用可

ラプンツェル（グリム童話）
　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 １８分 深・岡・川・花 わいわい文庫2014Ver.2
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リ 力士のまいにち 日本相撲協会　監修・写真 伊藤忠記念財団 ８分 深・岡・川・花 ★わいわい文庫2013Ver.BLUE

りくちゃんのいちごジャム かたくるみ　文/さこももみ　絵 集英社 １９分 深・岡・川・花 わいわい文庫2013Ver.1

竜女　おすわ　標準語テキスト版
日本昔話の旅８　長崎県

有明童話の会くすのき　文/吉田　綾乃　絵 伊藤忠記念財団 １１分 深 ★わいわい文庫2016Ver.BLUE

竜女　おすわ　方言テキスト版
日本昔話の旅８　長崎県

有明童話の会くすのき　文/吉田　綾乃　絵 伊藤忠記念財団 １１分 深 ★わいわい文庫2016Ver.BLUE

リーリーとシンシン　ポケットえほん 小宮輝之　監修・写真 小学館 １２分 深・岡・川・花 わいわい文庫2014Ver.1

リンゴのたび
父さんとわたしたちがオレゴンにはこんだ
リンゴのはなし

デボラ・ホプキンソン　作/ナンシー・カーペンター　絵 小峰書店 ２９分 深 わいわい文庫2016Ver.2

ル ルピナスさん：小さなおばあさんのお話 バーバラ・クーニー ほるぷ出版 ２６分 深

ルリユールおじさん いせ ひでこ　作 理論社 １９分 深

ルンペルシュティルツヘン　グリム童話 佐々　梨代子・野村　泫　訳 東京子ども図書館 １５分 深 わいわい文庫2018Ver.2

レ 檸檬　 梶井基次郎 ２０分 深 ★一般利用可

れんけつガッチャン こぐれけいすけ　作・絵 学研プラス ５分 深 わいわい文庫2018Ver.1

ロ 六月のリレー 伊沢　由美子　作/小泉　るみ子　絵 偕成社 １３１分 深・岡・川・花 わいわい文庫2015Ver.3

ロケットガイドブック 宇宙航空研究開発機構 ８５分 深 ★わいわい文庫2018Ver.BLUE

ロバのシルベスターとまほうの小石 ウィリアム・スタイグ　作/せたていじ　訳 評論社 ２９分 深 わいわい文庫2018Ver.2

ワ 若草物語　 ルイーザ・メイ・オルコット ４７７分 深 ★一般利用可

わかったさんのクッキー 寺村　輝夫　作/永井　郁子　絵 あかね書房 ４７分 深・岡・川・花 わいわい文庫2015Ver.2

わかりやすくしてください-読みやすい情報にするためのガイド Mencap　"Make it clear" １２分 深 ★一般利用可

わすれられない　おくりもの スーザン・バーレイ　作・絵 評論社 １５分 深 わいわい文庫2016Ver.1
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わたし たかはしけいこ　文/中釜　浩一郎　絵 銀の鈴社 １６分 深 わいわい文庫2018Ver.3

わたしたちのできること -It's About Ability-? ユニセフ １０１分 深 ★一般利用可

わたしのワンピース にしまきかやこ　絵・文 こぐま社 ６分 深・岡・川・花 わいわい文庫2013Ver.1

わたしはマララ マララ・ユスフザイ＋クリスティーナ・ラム　作 学研パブリッシング  １５分 深

わにが　わになる 多田　ヒロシ　 こぐま社 ５分 深 わいわい文庫2016Ver.1

わにさんどきっはいしゃさんどきっ 五味　太郎 偕成社 ８分 深・岡・川・花 わいわい文庫2012Ver.1

わにさんどきっはいしゃさんどきっ（紙芝居風） 五味　太郎 偕成社 ８分 深・岡・川・花 わいわい文庫2012Ver.1

わらしべちょうじゃ 浜　なつ子　文/よこやま　ようへい　絵 伊藤忠記念財団 １２分 深・岡・川・花 ★わいわい文庫2015Ver.BLUE

わらしべちょうじゃ（紙芝居風） 浜　なつ子　文/よこやま　ようへい　絵 伊藤忠記念財団 １１分 深・岡・川・花 ★わいわい文庫2015Ver.BLUE

わらしべちょうじゃ　短縮版 浜　なつ子　文/よこやま　ようへい　絵 伊藤忠記念財団 ８分 深・岡・川・花 ★わいわい文庫2015Ver.BLUE

わらしべちょうじゃ　短縮版（紙芝居風） 浜　なつ子　文/よこやま　ようへい　絵 伊藤忠記念財団 ７分 深・岡・川・花 ★わいわい文庫2015Ver.BLUE

わらしべ長者　標準語テキスト版
日本昔話の旅９　奈良県

奈良県立図書情報館　文　ほか 伊藤忠記念財団 １５分 深 ★わいわい文庫2016Ver.BLUE
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