唐津市近代図書館

2021.10.26 現在

わいわい文庫 収録作品リスト ２０２０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 ジャングル (10 分)
2. あおい ちきゅうの いちにち なんきょく (9 分)
3. あおいともだち (6 分)
4. いつもいっしょに (10 分)
5. ウルスリのすず (20 分)
6. かさどろぼう (17 分)
7. カブトくん (11 分)
8. きょうりゅう きょうりゅう (6 分)
9. こぐまちゃんのうんてんしゅ (7 分)
10. こぶたたんぽぽぽけっととんぼ (4 分)
11. じゃあじゃあ びりびり まついのりこあかちゃんのほん(4 分)
12. せいぎのみかた ドラフラ星人の巻 (15 分)
13. せいぎのみかた ドラフラ星人の巻 (紙芝居風) (16 分)
14. 手ぶくろを買いに (17 分)
15. どっかん だいこん (13 分)
16. どろぼうがっこう ぜんいんだつごく (20 分)
17. どろんこハリー (9 分)
18. なんでも ふたつ (14 分)
19. なんでも ふたつ (紙芝居風) (14 分)
20. ねこは まいにち いそがしい (9 分)
21. バスにのって (6 分)
22. へっこ ぷっと たれた わらべうたでひろがるあかちゃん絵本 (7 分)
23. へんしんトイレ (9 分)
24. ボールのまじゅつし ウィリー (12 分)
25. ほしを さがしに (8 分)
26. ぽつぽつぽつ だいじょうぶ？ (5 分)
27. まて まて まて わらべうたえほんシリーズ(6 分)
28. まて まて まて (紙芝居風) (6 分)
29. ミラクル ゴール！ (7 分)
30. ムニャムニャゆきのバス (7 分)
31. もけら もけら (7 分)
32. よーいどん！ ピーマン村の絵本たち (7 分)
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2021.10.26 現在

わいわい文庫 収録作品リスト ２０２０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. 石の中のうずまき アンモナイト たくさんのふしぎ傑作集(22 分)
2. 海をわたるツル (28 分)
3. カマキリの生きかた さすらいのハンター (19 分)
4. 恐竜と歩こう！ 足跡化石の発掘と研究(1 時間10 分)
5. ザリガニ はじめての飼育1 (38 分)
6. そうだったのか！ しゅんかん図鑑 (29 分)
7. てあしくちびょうや ようれんきんって どんなびょうき？
やさしく わかる びょうきの えほん(27 分)
8. でんしゃの顔 (27 分)
9. 野原の葉っぱ(1 時間37 分)
10. はしれまちの電車乗りものパノラマシリーズ3 (1 時間)
11. ヒマワリ かんさつ名人 はじめての栽培7 (33 分)
12. 富士山大ばくはつ(1 時間24 分)
13. むしばくん だいすき？ からだのえほん1 (20分)
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2021.10.26 現在

わいわい文庫 収録作品リスト ２０２０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. あこがれお仕事いっぱい！ せいふく図鑑(1 時間45 分)
2. 池の水をぬいた！ ため池の外来生物がわかる本(2 時間19 分)
3. おさらをあらわなかったおじさん岩波の子どもの本(11 分)
4. 介助犬ターシャService Dog TASHA (30 分)
5. 書いて覚えることわざ きっずジャポニカ学習ドリル(4 時間)
6. ガリヴァー旅行記(8 時間17 分)
7. 雲と天気科学のアルバム (46 分)
8. 心の森(2 時間12 分)
9. さかさ町(1 時間24 分)
10. さがしています(40 分)
11. 10 分で読める 命と平和につくした人の伝記(2 時間37 分)
12. 自分におどろく(24 分)
13. 弱小ＦＣのきせき幽霊王とキツネの大作戦(1 時間14 分)
14. 新レインボー 写真でわかる ことわざ辞典(1 時間7 分)
15. 睡眠とカラダ 健康のすすめ！ カラダ研究所3 (1 時間5 分)
16. 世界でいちばん やかましい音(20 分)
17. チムとゆうかんなせんちょうさん(25 分)
18. てんじんさま(21 分)
19. 鳥に魅せられた少年 鳥類研究家オーデュボンの物語(40 分)
20. びっくりたね たんじょうびのプレゼント(38 分)
21. へなちょこ (14 分)
22. ボクがつくった世界のおやつどうぞ！ (51 分)
23. ホレおばさん グリム昔話(14 分)
24. まるいちきゅうのまるいちにちAll in a day (39 分)
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わいわい文庫 収録作品リスト ２０２０年版（Ｖｅｒ．ＢＬＵＥ）
※どなたでもご利用頂けます。
1. 長老むじな 標準語テキスト版 (6 分)
2. 嫁威しの面 標準語テキスト版 (8 分)
3. 嫁威しの面 方言テキスト版(8 分)
4. 大多喜の大蛇方言テキスト版 (13 分)
5. 牛にひかれて方言テキスト版 (8 分)
6. 天狗がたてたお寺標準語テキスト版 (7 分)
7. ももたろう番外編ようしょう山の巻方言テキスト版 (6 分)
8. 東尋坊標準語テキスト版(10 分)
9. 大入道ものがたり標準語テキスト版 (10 分)
10. 膳貸し岩方言テキスト版 (8 分)
11. いちまるとふしぎな手漢検の絵本(19 分)
12. うさみさんのおひるごはん (5 分)
13. 海の中をのぞいてみよう７ (10 分)
14. かんたん！ ゴールボールガイド (24 分)
15. かんたん！ ボッチャガイド (27 分)
16. 航空機ガイドブック 航空機についてくわしくなろう！ (44 分)
17. 体験・遊びナビゲーター 体験の風をおこそう (3 時間 47 分)
18. どうなってるの？ 世界と日本 第二版 (1 時間 9 分)
19. どれが一番 (7 分)
20. はる なつ あき ふゆ 福井鉄道の旅 (10 分)
21. 福井鉄道の車両 (22 分)
22. むすんでつないで (9 分)
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