
平成３０年４月１日現在

書                名 著        者 録音時間

あ あいうえおにぎり ねじめ　正一 9分

あいうえおのえほん いもと　ようこ 19分

赤毛のアン Ｌ．Ｍ．モンゴメリ 3時間26分

あかずきんちゃん グリム兄弟 14分

あたらしい関西のでんしゃずかん 松本　典久 24分

あなたのことがだーいすき ヒド・ファン・ヘネヒテン 9分

アナンシの帽子ふりおどり 東京子ども図書館 14分

あのほしなんのほし みき　つきみ 11分

アラジンとふしぎなランプ 菊池　寛 1時間9分

アラスカ光と風 星野　道夫 6時間40分

ありがとう、フォルカーせんせい パトリシア・ポラッコ 33分

アリ・ババと四十人のどろぼう 菊池　寛 41分

あんずの木の下で 小手鞠　るい 2時間27分

安全安心を支える昭和島総合センター 矢部　剛 7分

※マルチメディアデイジー図書は、再生用ソフトウェアをダウンロ-ドしたパソコンで視聴すると、音声だけでなく、絵や文章を表
示することができます。

マルチメディアデイジー図書　書名５０音順

1



い イカロス君の大航海 澤田　弘崇 1時間30分

いきのびる魔法 西原　理恵子 18分

石の巨人 ジェーン・サトクリフ 18分

一休さん 寺村　輝夫 1時間

いっすんぼうし 浜　なつ子 15分

いっすんぼうし　（紙芝居風） 浜　なつ子 16分

いっすんぼうし　（短縮版） 浜　なつ子 8分

いっすんぼうし　（短縮版　紙芝居風） 浜　なつ子 8分

いないいないばあ 松谷　みよ子 5分

因幡の白うさぎ 鳥取県立図書館 6分

いぬ 今泉　忠明 48分

犬になった王子 君島　久子 30分

う うしろにいるのだあれ accototo 7分

うしろにいるのだあれ　（紙芝居風） accototo 7分

宇宙環境利用ガイドブック 宇宙航空研究開発機構 1時間4分

海の中をのぞいてみよう 林　俊明 14分
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う 海の中をのぞいてみよう　２ 林　俊明 8分

海の中をのぞいてみよう　３ 林　俊明 9分

海の中をのぞいてみよう　４ 林　俊明 12分

海をわたった折り鶴 石倉　欣二 36分

浦島太郎 おざわ　としお 13分

うらしまたろう 浜　なつ子 17分

うらしまたろう　（紙芝居風） 浜　なつ子 16分

うらしまたろう　（短縮版） 浜　なつ子 8分

うらしまたろう　（短縮版　紙芝居風） 浜　なつ子 8分

え えつとぼうさま　標準語テキスト版 江上　和子 11分

エリカ　奇跡のいのち ルース・バンダー・ジー 27分

エルトゥールル号の遭難 寮　美千子 1時間39分

お 王さまと九人のきょうだい 君島　久子 24分

王子の夢 松岡　享子 23分

オオカミと七ひきの子ヤギ　グリム昔話 佐々　梨代子 18分

大きな運転席図鑑 元浦　年康 1時間12分
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お 大きな運転席図鑑ぷらす 元浦　年康 1時間15分

おおきなかぶ A.トルストイ 7分

おおきなかぶ　（紙芝居風） A.トルストイ 6分

大相撲の力士になろう 日本相撲協会 7分

大相撲用語のひみつ 日本相撲協会 5分

大空へのさんぽ道 矢部　剛 9分

大どろぼうはおかしなサンドイッチやさん 山脇　恭 40分

小倉百人一首 任天堂 2時間17分

おこだでませんように くすのき　しげのり 19分

おこだでませんように　（紙芝居風） くすのき　しげのり 18分

おさつのなげた大石　標準語テキスト版 岡田　陽子 5分

おすもうのいろは 日本相撲協会 5分

おっと合点承知之助 齋藤　孝 18分

おとうさんはウルトラマン みやにし　たつや 14分

おとうさんはウルトラマン　（紙芝居風） みやにし　たつや 14分

おとわ観音由来　標準語テキスト版 佐賀県立図書館 7分
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お おとわ観音由来　方言テキスト版 佐賀県立図書館 7分

おにぎり　おむすび 矢部　剛 5分

おにぎりくん 村上　康成 4分

鬼の千里靴　標準語テキスト版 藤巻　愛子 10分

鬼の千里靴　方言テキスト版 藤巻　愛子 10分

おばけのバーバパパ アネット=チゾン 9分

おばけ屋のおばけかぶ あわた　のぶこ 24分

おばけ屋のおばけすいか あわた　のぶこ 24分

おべんとう 小西　英子 5分

おむすびころりん よだ　じゅんいち 17分

親子でわかる!ニッポンの大問題
NHK「週刊ニュース深読み」制

作チーム
6時間14分

おやすみゴリラくん ペギー・ラスマン 6分

か かあさんふくろう イーディス・サッチャー・ハード 18分

かいけつゾロリのきょうふの大ジャンプ 原　ゆたか 52分

かいけつゾロリのまほうのランプ〜ッ 原　ゆたか 1時間23分

ガイコクジンじゃないもん！ さいとう　みき 5分
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か 怪談オウマガドキ学園　1 常光　徹 1時間58分

かおかおどんなかお 柳原　良平 5分

かぐやひめ 浜　なつ子 17分

かぐやひめ　（紙芝居風） 浜　なつ子 12分

かぐやひめ　（短縮版） 浜　なつ子 7分

かぐやひめ　（短縮版　紙芝居風） 浜　なつ子 6分

かさじぞう 浜　なつ子 9分

かさじぞう　（紙芝居風） 浜　なつ子 9分

かさじぞう　（短縮版） 浜　なつ子 6分

かさじぞう　（短縮版　紙芝居風） 浜　なつ子 6分

風の又三郎 宮沢　賢治 2時間

かぞえうたのほん 岸田　衿子 13分

がたんごとんがたんごとん 安西　水丸 3分

がたんごとんがたんごとんざぶんざぶん 安西　水丸 4分

カニツンツン 金関　寿夫 14分

かにむかし 木下　順二 19分
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か かみさまからの おくりもの ひぐち　みちこ 9分

紙芝居　青木藤太郎　方言テキスト版
四国の秘境　山城・大歩危妖怪

村
8分

かみながひめ　標準語テキスト版 まつい　かずえ 5分

火曜日のごちそうはヒキガエル ラッセル・E.エリクソン 1時間33分

からすのパンやさん かこ　さとし 30分

かわいいおやこ 内山　晟 4分

漢字のかんじ 杉本　深由起 31分

き きいろいばけつ もりやま　みやこ 26分

きかんしゃやえもん 阿川　弘之 19分

北の動物園できいた12のお話 浜　なつ子 4時間11分

吉四六さん 寺村　輝夫 54分

吉四六さん　（劇団版） 寺村　輝夫 55分

狐 新美　南吉 23分

キャシーのぼうし トルーディ・クリシャー 19分

キャンプでカレーライスを作ろう　カレーライス
編

専修大学アクセシブルメディア
研究会

4分

キャンプでカレーライスを作ろう　基本編
専修大学アクセシブルメディア

研究会
7分
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き キャンプでカレーライスを作ろう　はんごう編
専修大学アクセシブルメディア

研究会
3分

キャンプでカレーライスを作ろう　火起こし編
専修大学アクセシブルメディア

研究会
5分

ぎゅっ ジェズ・オールバラ 4分

恐竜トリケラトプスとウミガメのしま 黒川　みつひろ 14分

巨人グミヤーと太陽と月 君島　久子 18分

銀河鉄道の夜 宮沢　賢治 2時間26分

銀のうでわ 君島　久子 29分

く クスクェーのおはなし　標準語テキスト版
那覇市立銘苅小学校読み聞か

せボランティアてのひら
5分

クスクェーのおはなし　沖縄語テキスト版
那覇市立銘苅小学校読み聞か

せボランティアてのひら
4分

くださいな 中川　ひろたか 8分

くださいな　（紙芝居風） 中川　ひろたか 8分

くだもの 平山　和子 6分

口で歩く 丘　修三 1時間8分

蜘蛛の糸 芥川　竜之介 7分

ぐりとぐら 中川　李枝子 13分

ぐりとぐら　（紙芝居風） 中川　李枝子 11分
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く グレートジャーニー探検記 関野　吉晴 2時間8分

け ケーキ・ケーキ・ケーキ アビシニヨン洋菓子店 9分

けんかしちゃった! はしだて　えつこ 14分

賢者の贈りもの オー・ヘンリー 25分

こ こうえんのパックンおばけちゃん しらたに　あけみ 12分

甲賀三郎 おざわ　としお 21分

声が美しい鳥が多い山野の夏鳥 栗林　菊夫 23分

こぐまちゃんおはよう わかやま　けん 10分

こぐまちゃんとどうぶつえん わかやま　けん 9分

こぐまちゃんとぼーる わかやま　けん 6分

こぐまちゃんのみずあそび わかやま　けん 6分

木魂の嫁入り おざわ　としお 12分

国会議事堂のはじまり 向大野　新治 6分

国会ってなにをするの 向大野　新治 7分

国会のしくみ 向大野　新治 7分

国会　名所めぐり 向大野　新治 9分
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こ 国会よもやまばなし 向大野　新治 8分

コッケモーモー! ジュリエット・ダラス=コンテ 11分

コッケモーモー!　（紙芝居風） ジュリエット・ダラス=コンテ 10分

古都　京都の旅
京都市産業観光局観光ＭＩＣＥ

推進室
19分

ことこと　ことこと 矢部　剛 3分

ことばのくさり 井上　灯美子 58分

ことりとねこのものがたり なかえ　よしを 23分

ことわざになった野鳥 栗林　菊夫 19分

こねこのタケシ 阿見　みどり 29分

こまったさんのスパゲティ 寺村　輝夫 32分

コロッケです。 西村　敏雄 8分

コロッケです。　（紙芝居風） 西村　敏雄 7分

ごんぎつね 新美　南吉 16分

こんたのおつかい 田中　友佳子 9分

こんたのおつかい　（紙芝居風） 田中　友佳子 8分

こんにちはあかぎつね! エリック・カール 35分

10



こ こんや、妖怪がやってくる 君島　久子 16分

さ The story of the three little pigs Joseph Jacobs 8分

さっちゃんのまほうのて たばた　せいいち 23分

サツマイモ
東京学芸大学附属小金井小学

校生活科部
33分

さよなら さんかく わかやま　けん 6分

The little match girl Hans Christian Andersen 8分

さるかに 浜　なつ子 10分

さるかに　（紙芝居風） 浜　なつ子 10分

さるかに　（短縮版） 浜　なつ子 7分

さるかに　（短縮版　紙芝居風） 浜　なつ子 7分

猿婿 おざわ　としお 16分

山月記 中島　敦 39分

三人ばか 松岡　享子 18分

三匹の子ぶた ジョーゼフ・ジェーコブス 7分

三びきのやぎのがらがらどん マーシャ・ブラウン 15分

三まいの鳥の羽　グリム昔話 佐々　梨代子 19分
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し じごくのそうべえ 田島　征彦 16分

じごくのそうべえ　（紙芝居風） 田島　征彦 14分

失敗学のすすめ 畑村　洋太郎 7時間51分

ジップ&キャンディ にしの　あきひろ 31分

シップ船長といるかのイットちゃん 角野　栄子 26分

10分で読める発明・発見をした人の伝記 塩谷　京子 2時間24分

シノダ！　魔物の森のふしぎな夜 富安　陽子 6時間9分

しゃくしゃくけむしくん ねじめ　正一 17分

１１ぴきのねこ 馬場　のぼる 14分

１１ぴきのねこ　（紙芝居風） 馬場　のぼる 11分

１１ぴきのねことあほうどり 馬場　のぼる 12分

１１ぴきのねことあほうどり　（紙芝居風） 馬場　のぼる 11分

１１ぴきのねことぶた 馬場　のぼる 10分

１１ぴきのねことぶた　（紙芝居風） 馬場　のぼる 10分

１１ぴきのねことへんなねこ 馬場　のぼる 17分

１１ぴきのねことへんなねこ　（紙芝居風） 馬場　のぼる 14分
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し １１ぴきのねこどろんこ 馬場　のぼる 15分

１１ぴきのねこどろんこ　（紙芝居風） 馬場　のぼる 14分

１１ぴきのねこふくろのなか 馬場　のぼる 14分

１１ぴきのねこふくろのなか　（紙芝居風） 馬場　のぼる 12分

十五少年漂流記 ジュール=ベルヌ 8時間19分

十二支のしんねんかい みき　つきみ 12分

しょうぼうじどうしゃじぷた 渡辺　茂男 14分

しょうぼうじどうしゃじぷた　（紙芝居風） 渡辺　茂男 14分

白雪姫 グリム 34分

しりとりあそび　しろとくろ 星川　ひろ子 9分

しろうさぎとりんごの木 石井　睦美 24分

シロクマくんのひみつ ヒド・ファン・ヘネヒテン 9分

しろくまちゃんのほっとけーき わかやま　けん 6分

しろくまちゃんぱんかいに わかやま　けん 5分

しんかんせん 小賀野　実 5分

新・東京のでんしゃずかん 松本　典久 26分
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し 新版　かぶとむし　かぶとむしの一生 得田　之久 16分

す 図解東京スカイツリーのしくみ NHK出版 1時間16分

スズメとカラス 松岡　享子 11分

すてきな三にんぐみ トミー・アンゲラー 13分

スーホの白い馬 大塚　勇三 20分

せ せいめいのれきし バージニア・リー・バートン 1時間10分

精霊の守り人 上橋　菜穂子 7時間10分

せかいでいちばん大きなかがみ 三越　左千夫 54分

セミたちの夏 筒井　学 21分

そ 空色バレリーナ 牧野　節子 2時間38分

空とぶ船と世界一のばか アーサー・ランサム 38分

そらまめくんとながいながいまめ なかや　みわ 15分

た だいじょうぶだいじょうぶ いとう　ひろし 15分

高瀬舟 森　鷗外 43分

タカとハルの江の島のたび 市川　貴祐 17分

たくさんあるよ　おすもうあそび 日本相撲協会 8分
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た たにし長者 東京子ども図書館 15分

たべたの だあれ 五味　太郎 7分

だるまさんが かがくい　ひろし 2分

だるまさんと かがくい　ひろし 2分

だるまさんの かがくい　ひろし 2分

だるまちゃんとてんぐちゃん かこ　さとし 15分

ダンゴムシのコロリンコくん カズコ・G.ストーン 19分

たんぽぽ 甲斐　信枝 13分

ち ちいさいおうち バージニア・リー・バートン 25分

ちいさいタネ エリック・カール 15分

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 18分

チキチキチキチキいそいでいそいで 角野　栄子 14分

チキチキチキチキいそいでいそいで（紙芝居
風）

角野　栄子 11分

地球観測ガイドブック 宇宙航空研究開発機構 54分

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 37分

地球へのピクニック 谷川　俊太郎 59分
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ち チモとかしこいおひめさま 東京子ども図書館 16分

ちゃんとたべなさい ケス・グレイ 13分

ちゃんとたべなさい　（紙芝居風） ケス・グレイ 10分

注文の多い料理店　たて書版 宮沢　賢治 29分

注文の多い料理店 宮沢　賢治 24分

つ 月夜のみみずく ジェイン=ヨーレン 23分

月・惑星探査ガイドブック 宇宙航空研究開発機構 1時間26分

つるのよめさま 浜　なつ子 15分

つるのよめさま　（紙芝居風） 浜　なつ子 12分

つるのよめさま　（短縮版） 浜　なつ子 8分

つるのよめさま　（短縮版　紙芝居風） 浜　なつ子 7分

て
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 1時間15分

てくとこ　ずんずん マーガレット・ワイズ・ブラウン 16分

てぶくろ エウゲーニー・M・ラチョフ 9分

手袋を買いに 新美　南吉 17分

てんぐのかくれみの　標準語テキスト版 熊本県立図書館 12分
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て てんぐのかくれみの　方言テキスト版 熊本県立図書館 12分

天動説の絵本 安野　光雅 49分

天女の里がえり 君島　久子 22分

天福　地福 東京子ども図書館 9分

と 東京モノレール車両ラインアップ 矢部　剛 10分

東京モノレールのこれまでこれから 矢部　剛 10分

道後温泉の鷺石と玉の石　　標準語テキスト版 松山市教育委員会 6分

道後温泉の鷺石と玉の石　　方言テキスト版 松山市教育委員会 6分

父さんは地球儀の上にいる 加藤　章子 2時間35分

どうぶつ 内山　晟 37分

動物園に行こう！ 矢部　剛 33分

動物と向きあって生きる 坂東　元 5時間39分

どうぶつのおかあさん 小森　厚 5分

どうぶつレストラン 東京動物園協会 7分

時計つくりのジョニー エドワード・アーディゾーニ／作 35分

どーこだ！！ 林　俊明 8分
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と 図書館に児童室ができた日 ジャン・ピンボロー 36分

としょかんライオン ミシェル・ヌードセン 34分

とべバッタ 田島　征三 9分

ともだちや 内田　麟太郎 15分

ともだちや　（紙芝居風） 内田　麟太郎 12分

どれを食べたかな 矢部　剛 4分

どんぐりと山猫 宮沢　賢治 32分

どんぐりむらのぼうしやさん なかや　みわ 15分

な 長ぐつをはいたネコ 東京子ども図書館 20分

なぞなぞのすきな女の子 松岡　享子 40分

なぞなぞのみせ 石津　ちひろ 28分

夏のサイン 最上　一平 2時間32分

ななみちゃんとつくろうはじめてのおかし NHK出版 1時間29分

ななみちゃんとつくろうはじめてのりょうり NHK出版 1時間21分

ななみちゃんの漢字えほん 正村　史郎 32分

なまくらトック 松岡　享子 18分
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な なら梨とり 東京子ども図書館 11分

に ニングルの森 倉本　聡 1時間53分

にんじん せな　けいこ 3分

ぬ 額田のたっさい　標準語テキスト版 茨城県立笠間高等学校 8分

額田のたっさい　方言テキスト版 茨城県立笠間高等学校 9分

ね ねえ、どれがいい? ジョン・バーニンガム 11分

ねこ 加藤　由子 28分

ねこの詩　たて書版 牧　陽子 42分

ねずくんとらくんのあついあついあつい たるいし　まこ 16分

の のはらのひなまつり 神沢　利子 22分

ノンタンおはよう キヨノ　サチコ 5分

ノンタン　おやすみなさい キヨノ　サチコ 4分

ノンタン　じどうしゃぶっぶー キヨノ　サチコ 6分

ノンタン　にんにん　にこにこ キヨノ　サチコ 8分

ノンタンはみがきはーみー キヨノ　サチコ 5分

ノンタン　ほわ　ほわ　ほわわ キヨノ　サチコ 12分
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は ばけものづかい せな　けいこ 9分

ばけものづかい　（紙芝居風） せな　けいこ 7分

はじめてのおつかい 筒井　頼子 13分

はじめてのキャンプ 林　明子 26分

はじめての古事記 竹中　淑子 1時間59分

はしれ!ぐるぐるやまのてせん もちだ　あきとし 26分

走れメロス 太宰　治 39分

バスラの図書館員 ジャネット・ウィンター 19分

はたけの詩 大久保　テイ子 21分

はたらくくるま 小賀野　実 4分

はちうえはぼくにまかせて ジーン・ジオン 19分

ハチの恩がえし　標準語テキスト版 押領司麻耶 8分

ハチの恩がえし　方言テキスト版 押領司麻耶 8分

初恋 島崎　藤村 15分

はつてんじん 川端　誠 16分

はなさかじい 浜　なつ子 17分
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は はなさかじい　（紙芝居風） 浜　なつ子 17分

はなさかじい　（短縮版） 浜　なつ子 8分

はなさかじい　（短縮版　紙芝居風） 浜　なつ子 8分

ハナさんのおきゃくさま 角野　栄子 2時間47分

ばばばあちゃんのアイス・パーティ さとう　わきこ 14分

パパンがパン 矢部　剛 5分

はらぺこあおむし　（滑らか読み） エリック=カール 8分

はらぺこあおむし　（わかち読み） エリック=カール 9分

ひ ひこうきや　うちゅう船 相馬　仁 1時間5分

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 14分

ひまへまごろあわせ まど　みちお 37分

ひめゆり ひめゆり平和祈念資料館 20分

百人一首
ＮＰＯデジタル編集協議会ひな

ぎく
46分

100万回生きたねこ 佐野　洋子 22分

ひろしまのピカ 丸木　俊 28分

ビロードのうさぎ マージェリィ・W.ビアンコ 23分
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ひ ピン・ポン・バス 竹下　文子 12分

ふ ぶたたぬききつねねこ 馬場　のぼる 4分

船乗りシンドバッド 遠崎　高平 2時間10分

舟をつくる 関野　吉晴 48分

ふらいぱんじいさん 神沢　利子 31分

フランダースの犬 ウィーダ 2時間34分

ふるさとは、夏 芝田　勝茂 10時間10分

へ ヘスターとまじょ バイロン・バートン 11分

ぺったん!サンドイッチ 鈴木　まもる 7分

へんしんオバケ あきやま　ただし 10分

へんしんオバケ　（紙芝居風） あきやま　ただし 9分

へんしんトンネル あきやま　ただし 9分

へんしんぶうたん！ぼくだけライオン きむら　ゆういち 32分

へんてこもりにいこうよ たかどの　ほうこ 29分

ほ ぼくのぼうけん なかの　ひろたか 12分

ぼくんち豆腐屋 上條　さなえ 2時間13分
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ほ ホシオくん天文台へゆく 高橋　淳 17分

星と星座の伝説　夏 瀬川　昌男 1時間51分

星は友だち!はじめよう星空観察 永田　美絵 3時間43分

ぼちぼちいこか マイク=セイラー 7分

ホットケーキ 松岡　享子 17分

ポリーとはらぺこオオカミ キャサリン・ストー 1時間43分

ま まぁだまだわからん　方言テキスト版 松岡　利夫 7分

まいごになった子どものクジラ 越智　隆治 18分

マザーツリー 村田　真一 42分

魔女えほん　1 はしだて　えつこ 9分

魔女えほん　1　（紙芝居風） はしだて　えつこ 12分

魔女の宅急便 角野　栄子 6時間52分

又吾とえんこう　方言テキスト版 市原　麟一郎 10分

まちではたらくじどうしゃ 関口　猪一郎 15分

マッチ売りの少女
ハンス・クリスチャン・アンデル

セン
9分

マメジカカンチルが穴に落ちる話 松井　由紀子 12分
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ま まめたろう 小林　いづみ 16分

まるちゃんみっけ! こぐれ　けいすけ 7分

み みけねこレストラン 竹下　文子 43分

身近な水辺で見られる冬の水鳥 栗林　菊夫 17分

身近に見られる鳥 栗林　菊夫 23分

みっつのねがいごと マーゴット・ツェマック 14分

みっつのねがいごと　（紙芝居風） マーゴット・ツェマック 12分

見沼のふえ　標準語テキスト版 鎌田　諒 17分

未来をつくる君たちへ 立花　隆 1時間49分

みんなうんち 五味　太郎 5分

みんなを守るいのちの授業 片田　敏孝 2時間34分

む むかしばなしの鳥たち 栗林　菊夫 18分

め 名馬キャリコ バージニア・リー・バートン 30分

メダカ
東京学芸大学附属小金井小学

校生活科部
41分

も モチモチの木 斎藤　隆介 24分

もっちゃうもっちゃうもうもっちゃう 土屋　富士夫 15分
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も もっちゃうもっちゃうもうもっちゃう　（紙芝居風） 土屋　富士夫 12分

ももたろう 浜　なつ子 12分

ももたろう　（紙芝居風） 浜　なつ子 13分

ももたろう　（短縮版） 浜　なつ子 8分

ももたろう　（短縮版　紙芝居風） 浜　なつ子 7分

ももたろう　標準語テキスト版 稲田　和子 9分

ももたろう　方言テキスト版 稲田　和子 9分

森おばけ 中川　李枝子 2時間34分

もりのなか マリー・ホール・エッツ 14分

もりのへなそうる 渡辺　茂男 2時間16分

や やおやさん 八百皆 3分

やおやでおかいもの 八百皆 4分

やさいだいすき 柳原　良平 7分

やじるし 平田　利之 7分

山寺の化けもの おざわ　としお 13分

山とばしにあったポロモイ　標準語テキスト版
南幌町公民館図書室読み聞か

せサークル
6分
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や 山を歩く 岡野　正和 8分

ゆ ゆうびんやさんとドロップりゅう たかどの　ほうこ 46分

ゆうべのうちに 原　国子 44分

雪女 小泉　八雲 19分

夢の動物園 坂東　元 6時間36分

よ 養老の泉　方言テキスト版 養老孝子源丞内の会 9分

よかったねネッドくん レミー・シャーリップ 13分

ら 羅生門 芥川　龍之介 46分

ラプンツェル グリム 15分

ラプンツェル　（グリム昔話） 松岡　享子 18分

り 力士のまいにち 日本相撲協会 8分

りくちゃんのいちごジャム かたくるみ 19分

竜女おすわ　標準語テキスト版 有明童話の会くすのき 11分

竜女おすわ　方言テキスト版 有明童話の会くすのき 11分

リーリーとシンシン 小宮　輝之 12分

リンゴのたび デボラ・ホプキンソン 29分
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る ルピナスさん バーバラ・クーニー 25分

ルリユールおじさん いせ　ひでこ 18分

れ 檸檬 梶井　基次郎 19分

ろ 六月のリレー 伊沢　由美子 2時間11分

わ 若草物語 ルイーザ・メイ・オルコット 7時間56分

わかったさんのクッキー 寺村　輝夫 47分

わかりやすくしてください Mencap 11分

わすれられないおくりもの スーザン・バーレイ 15分

わたしのワンピース にしまき　かやこ 6分

わたしはマララ マララ・ユスフザイ 14時間49分

わにがわになる 多田　ヒロシ 5分

わにさんどきっ はいしゃさんどきっ 五味　太郎 8分

わにさんどきっ はいしゃさんどきっ　（紙芝居
風）

五味　太郎 8分

わらしべちょうじゃ 浜　なつ子 12分

わらしべちょうじゃ　（紙芝居風） 浜　なつ子 11分

わらしべちょうじゃ　（短縮版） 浜　なつ子 8分
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わ わらしべちょうじゃ　（短縮版　紙芝居風） 浜　なつ子 7分

わらしべ長者　標準語テキスト版 奈良県立図書情報館 15分
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