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わいわい文庫 収録作品リスト ２０２１年版（Ｖｅｒ．１） 

※ ご利用頂けるのは、障がいがあるために、通常の本では読書が困難な方のみです。 

 

1．あおい ちきゅうの いちにち サバンナ (9 分) 

2．あそぶ！ (5 分) 

3．いえでをした てるてるぼうず (10 分) 

4．おおきくなるっていうことは ピーマン村の絵本たち(7 分) 

5．おじいちゃんが のこしたものは… (18 分) 

6．おには そと こどものくに傑作絵本 (8 分) 

7．おふろだいすき (21 分) 

8．からすのパンやさん (23 分) 

9．きゃっきゃ キャベツどーんとやさい (10 分) 

10．くずかごおばけ ちいさな ＜せなけいこ・おばけえほん＞ (6 分) 

11．こぐまちゃん おやすみ (6 分) 

12．このにおい なんのにおい (6 分) 

13．たくはいびーん (15 分) 

14．どろぼうがっこう だいうんどうかい (22 分) 

15．ひっこしはバスにのって すずのねえほん (10 分) 

16．ふしぎなたいこ 岩波の子どもの本 (30 分) 

17．ぼくはくるま、みんなもくるま (6 分) 

18．ぼくは だれだろう (6 分) 

19．めを とじて みえるのは (7 分) 

20．もぐらのおとしあな (5 分) 

21．ヤダヤダかめん (8 分) 
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わいわい文庫 収録作品リスト ２０２１年版（Ｖｅｒ．２） 

※ ご利用頂けるのは、障がいがあるために、通常の本では読書が困難な方のみです。 

 

1．アラスカたんけん記 たくさんのふしぎ傑作集 (45 分) 

2．アレルギーって なんだろう？ ( 31 分) 

3．「いや！」というよ！ (1 時間4 分) 

4．カタツムリ はじめての飼育3 (40 分) 

5．キュウリ かんさつ名人はじめての栽培3 (35 分) 

6．こまったさんのレシピブック (1 時間5 分) 

7．世界のあいさつ みるずかん・かんじるずかん (32 分) 

8．だれだか わかるかい？ むしのかお (19 分) 

9．東京のでんしゃのいちにち (24 分) 

10．にわとりコッコのだいぼうけん (36 分) 

11．へんてこだより ニルゲンツものがたり (40 分) 

12．へんなともだち マンホーくん (42 分) 

13．星の一生 科学のアルバム (1 時間2 分) 

14．マングローブの木の下で ぴっかぴかえほん (17 分) 

15．ヤンバルクイナ (30 分) 
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わいわい文庫 収録作品リスト ２０２１年版（Ｖｅｒ．３） 

※ ご利用頂けるのは、障がいがあるために、通常の本では読書が困難な方のみです。 

 

1．ある晴れた夏の朝(4 時間 31 分) 

2．うんことカラダ 健康のすすめ！ カラダ研究所 1 (1 時間 10 分) 

3．おいしいおかゆ グリム昔話 (5 分) 

4．おしえてウルトラマン (14 分) 

5．音楽室の日曜日 (44 分)  

6．蜘蛛の糸 (15 分) 

7．生命の樹 チャールズ・ダーウィンの生涯 (1 時間 46 分) 

8．タロ・ジロは生きていた 南極・カラフト犬物語(3 時間 53 分) 

9．小さないのち まほうをかけられた犬たち (29 分) 

10．地政学でわかるわたしたちの世界 (3 時間 1 分) 

11．なるほど！魚の漢字学研の図鑑 LIVE (1 時間 57 分) 

12．ネコとネズミ イギリスの昔話 (6 分) 

13．はじめてのギリシア神話 (2 時間 8 分) 

14．「走る図書館」が生まれた日 (1 時間 10 分) 

15．はるとあき (14 分) 

16．百まいのドレス (1 時間 52 分) 

17．プラスチックプラネット (1 時間 32 分) 

18．星の使者 ガリレオ・ガリレイ (30 分) 

19．森はだれがつくったのだろう？ (23 分) 
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わいわい文庫 収録作品リスト ２０２１年版（Ｖｅｒ．ＢＬＵＥ） 

※ どなたでもご利用頂けます。 

 

1．道陸神 標準語テキスト版(8 分) 

2．道陸神 方言テキスト版(9 分) 

3．太郎吉の怪力～天下無双力士雷電ものがたり～ (10 分) 

4．トラ猫ばやし (13 分) 

5．ガーナー森とシーサーのお話 (5 分) 

6．豊見城の王様わんおうそ ハーリー由来物語 (8 分) 

7．おとあわせ (4 分) 

8．温故知新 いにしえの名車たち (19 分) 

9．かぞえてみよう (3 分) 

10．かんたん！ 車いすテニスガイド(20 分) 

11．かんたん！ 車いすラグビーガイド（２１ 分） 

12．かんたん！ パラアイスホッケーガイド(18 分) 

13．世界あちこち いただきます 1 ～アジアの巻～ (26 分) 

14．世界あちこち いただきます 2 ～アフリカの巻～(24 分) 

15．つるつる(5 分) 

16．びわ湖を学ぼう (54 分) 

17．和の音色 ～ようこそ和楽器の世界へ～ (16 分) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


