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わいわい文庫 収録作品リスト ２０１９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．あかい ろうそく (12 分) 

2．アストンの石 (12 分) 

3．おやすみなさい おつきさま (6 分) 

4．おやすみなさいの おと (8 分) 

5．くらやみの ゾウ ペルシャのふるい詩から (14 分) 

6．くんちゃんのだいりょこう (10 分) 

7．こいぬが うまれるよ (10 分) 

8．こぐまちゃん ありがとう (5 分) 

9．こぐまちゃん いたいいたい (8 分) 

10．三びきのやぎのがらがらどん (12 分) 

11．三びきのやぎのがらがらどん(紙芝居風) (11 分) 

12．14 ひきのあさごはん (7 分) 

13．しんごうきピコリ (9 分) 

14．しんせつなともだち (10 分) 

15．だいくとおにろく 日本の昔話 (11 分) 

16．だんごむし そらを とぶ (10 分) 

17．ちっちゃな 木の おはなし (9 分) 

18．どででん かぼちゃ (12 分) 

19．ととけっこう よが あけた わらべうたえほん (6 分) 

20．トラのじゅうたんになりたかったトラ (12 分) 

21．どんなに きみがすきだか あててごらん (10 分) 

22．ねずみのいえさがし ねずみのほん 1 (5 分) 

23．のりもの いっぱい (4 分) 

24．ノンタン おしっこ しーしー (6 分) 赤ちゃん版 

25．ノンタン もぐ もぐ もぐ (5 分) 赤ちゃん版 

26．ひっくりカエル！ (9 分) 

27．へいわって どんなこと？ (6 分) 

28．へんしんマンザイ (10 分) 

29．ヘンテコはみがきこ (10 分) 

30．やだ！ (4 分) 
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わいわい文庫 収録作品リスト ２０１９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．アサガオ かんさつ名人はじめての栽培6 (36 分) 

2．カブトムシがいきる森 (24 分) 

3．からだに もしもし からだのえほん4 (29 分) 

4．恐⻯研究室 1 恐⻯のくらしをさぐる (1 時間19 分) 

5．皇帝にもらった花のたね (15 分) 

6．コオロギ はじめての飼育5 (41 分) 

7．サラとピンキー パリへ行く (37 分) 

8．せかい いち おいしいスープ (21 分) 

9．どうして ねっちゅうしょうに なるの？ (24 分) 

10．どろぼうがっこう (20 分) 

11．はたらく車 のりものくらべ 1 (1 時間) 

12．葉っぱのフレディ いのちの旅 (22 分) 

13．まちからうみへ はしれ江ノ電 (18 分) 

14．みつけた！ おもしろ虫 (58 分) 

15．もみごめぼうやの だいへんしん(22 分) 

16．りゅうのめのなみだ (22 分) 
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わいわい文庫 収録作品リスト ２０１９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．栄養とカラダ (59 分) 

2．おばあさんのひこうき (1 時間3 分) 

3．かおるのたからもの (1 時間55 分) 

4．クルミわりのケイト イギリスの昔話 (18 分) 

5．子どものぎもん事典 こんなとき、どうする？ (2 時間) 

6．さくらのつぼみがひらいたら (2 時間26 分) 

7．10 分で読める 宇宙や世界を冒険した人の伝記(2 時間55 分) 

8．そして 谷川俊太郎 自選詩集 (46 分) たて書版 

9．日本の四季 ‐高原の小さな命‐ (13 分) 

10．俳句でみがこう言葉の力 (2 時間26 分) 

11．みしのたくかにと (41 分) 

12．メリーメリーおとまりにでかける (2 時間15 分) 

13．森の家 グリム昔話 (24 分) たて書版 
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わいわい文庫 収録作品リスト ２０１９年版（Ｖｅｒ．ＢＬＵＥ） 

※どなたでもご利用頂けます。 

 

【 日本昔話の旅シリーズ（1〜17） 】 

1．⾬を降らせた⻯ 標準語テキスト版 (8 分) 

2．⾬を降らせた⻯ 方言テキスト版 (9 分) 

3．宇治の橋姫さん 方言テキスト版 (8 分) 

4．力蔵さん 方言テキスト版 (5 分) 

5．てじろのさる 方言テキスト版 (8 分) 

6．三本の櫛の⻭ 方言テキスト版 (11 分) 

7．稲生武太夫物の怪物語 標準語テキスト版 (13 分) 

8．あぶねぇ、あぶねぇ 方言テキスト版 (9 分) 

9．おばあさんの石臼 標準語テキスト版 (4 分) 

10．おばあさんの石臼 方言テキスト版 (4 分) 

11．おじいさんとふしぎな光 方言テキスト版 (10 分) 

12．てんまのとらやん 方言テキスト版 (8 分) 

13．そうめん地蔵 標準語テキスト版 (9 分) 

14．そうめん地蔵 方言テキスト版 (10 分) 

15．ねこじた 標準語テキスト版 (5 分) 

16．キンキラキンのキン 方言テキスト版 (8 分) 

17．田沢の辰子 方言テキスト版 (7 分) 

18．海の中をのぞいてみよう 6 (11 分) 

19．かんたん！ 全国障害者スポーツ大会ガイド (29 分) 

20．かんたん！ シッティングバレーボールガイド (18 分) 

21．かんたん！ ブラインドサッカーガイド (24 分) 

22．人工衛星ガイドブック (59 分) 

23．日本国憲法 小さな学問の書 1 (1 時間 24 分) 

24．まさか！2 〜な〜んだ〜 (3 分) 

 


