
2019.4.1（更新）

○ 大活字本 ○
Ｎｏ．　　　 書名 編著者 出版社

①- 1 ありがとう、夏休み。　上 どばし まさき／[著] 大活字

①- 2 ありがとう、夏休み。　下 どばし まさき／[著] 大活字

①- 3 さくら　1 西 加奈子／[著] 大活字

①- 4 さくら　2 西 加奈子／[著] 大活字

①- 5 さくら　3 西 加奈子／[著] 大活字

①- 6 さくら　4 西 加奈子／[著] 大活字

①- 7 しゃばけ　1　　（[「しゃばけ」シリーズ] 1） 畠中 恵／[著] －

①- 8 しゃばけ　2　　（[「しゃばけ」シリーズ] 1） 畠中 恵／[著] 大活字

①- 9 しゃばけ　3　　（[「しゃばけ」シリーズ] 1） 畠中 恵／[著] 大活字

①- 10 ぬしさまへ　1　　（[「しゃばけ」シリーズ] 2） 畠中 恵／[著] 大活字

①- 11 ぬしさまへ　2　　（[「しゃばけ」シリーズ] 2） 畠中 恵／[著] 大活字

①- 12 ぬしさまへ　3　　（[「しゃばけ」シリーズ] 2） 畠中 恵／[著] 大活字

①- 13 ねこのばば　1　　（[「しゃばけ」シリーズ] 3） 畠中 恵／[著] 大活字

①- 14 ねこのばば　2　　（[「しゃばけ」シリーズ] 3） 畠中 恵／[著] 大活字

①- 15 ねこのばば　3　　（[「しゃばけ」シリーズ] 3） 畠中 恵／[著] 大活字

①- 16 おまけのこ　1　　（[「しゃばけ」シリーズ] 4） 畠中 恵／[著] 大活字

①- 17 おまけのこ　2　　（[「しゃばけ」シリーズ] 4） 畠中 恵／[著] 大活字

①- 18 おまけのこ　3　　（[「しゃばけ」シリーズ] 4） 畠中 恵／[著] 大活字

①- 19 うそうそ　1　　（[「しゃばけ」シリーズ] 5） 畠中 恵／[著] 大活字

①- 20 うそうそ　2　　（[「しゃばけ」シリーズ] 5） 畠中 恵／[著] 大活字

①- 21 うそうそ　3　　（[「しゃばけ」シリーズ] 5） 畠中 恵／[著] 大活字

①- 22 ちんぷんかん　1　　（[「しゃばけ」シリーズ] 6） 畠中 恵／[著] 大活字

①- 23 ちんぷんかん　2　　（[「しゃばけ」シリーズ] 6） 畠中 恵／[著] 大活字

①- 24 ちんぷんかん　3　　（[「しゃばけ」シリーズ] 6） 畠中 恵／[著] 大活字

①- 25 いっちばん　1　　（[「しゃばけ」シリーズ] 7） 畠中 恵／[著] 大活字

①- 26 いっちばん　2　　（[「しゃばけ」シリーズ] 7） 畠中 恵／[著] 大活字

①- 27 いっちばん　3　　（[「しゃばけ」シリーズ] 7） 畠中 恵／[著] 大活字

①- 28 ころころろ　1　　（[「しゃばけ」シリーズ] 8） 畠中 恵／[著] 大活字

①- 29 ころころろ　2　　（[「しゃばけ」シリーズ] 8） 畠中 恵／[著] 大活字

①- 30 ころころろ　3　　（[「しゃばけ」シリーズ] 8） 畠中 恵／[著] 大活字

①- 31 読書介助犬オリビア　上 今西 乃子／作 講談社

①- 32 読書介助犬オリビア　下 今西 乃子／作 講談社

①- 33 しっぽをなくしたイルカ 岩貞 るみこ／作 講談社

①- 34 命をつなげ!ドクターヘリ 岩貞 るみこ／作 講談社

①- 35 くもの糸・杜子春　上 芥川 龍之介／作 講談社

①- 36 くもの糸・杜子春　下 芥川 龍之介／作 講談社

①- 37 ゾウのいない動物園 岩貞 るみこ／作 講談社

①- 38 ハチ公物語 岩貞 るみこ／作 講談社

①- 39 霧のむこうのふしぎな町 柏葉 幸子／作 講談社
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①- 40 走れメロス　上 太宰 治／作 講談社

①- 41 走れメロス　下 太宰 治／作 講談社

①- 42 坊っちゃん　上 夏目 漱石／作 講談社

①- 43 坊っちゃん　下 夏目 漱石／作 講談社

①- 44 ごんぎつね　上 新美 南吉／作 講談社

①- 45 ごんぎつね　下 新美 南吉／作 講談社

①- 46 龍の子太郎 松谷 みよ子／作 講談社

①- 47 ふたりのイーダ　上 松谷 みよ子／作 講談社

①- 48 ふたりのイーダ　下 松谷 みよ子／作 講談社

①- 49 風の又三郎　上 宮沢 賢治／作 講談社

①- 50 風の又三郎　下 宮沢 賢治／作 講談社

①- 51 銀河鉄道の夜　上 宮沢 賢治／作 講談社

①- 52 銀河鉄道の夜　下 宮沢 賢治／作 講談社

①- 53 セロひきのゴーシュ 宮沢 賢治／作 講談社

①- 54 注文の多い料理店　上 宮沢 賢治／作 講談社

①- 55 注文の多い料理店　下 宮沢 賢治／作 講談社

①- 56 ステップファザー・ステップ　上 宮部 みゆき／作 講談社

①- 57 ステップファザー・ステップ　下 宮部 みゆき／作 講談社

①- 58 舞姫　上 森 鴎外／作 講談社

①- 59 舞姫　下 森 鴎外／作 講談社

①- 60 フランダースの犬 ウィーダ／作 講談社

①- 61 あしながおじさん　上 J.ウェブスター／作・絵 講談社

①- 62 あしながおじさん　下 Ｊ.ウェブスター／作・絵 講談社

①- 63 若草物語　上 オルコット／作 講談社

①- 64 若草物語　下 オルコット／作 講談社

①- 65 若草物語　2[上] オルコット／作 講談社

①- 66 若草物語　2[下] オルコット／作 講談社

①- 67 若草物語　3[上] オルコット／作 講談社

①- 68 若草物語　3[下] オルコット／作 講談社

①- 69 耳なし芳一・雪女　上 小泉 八雲／作 講談社

①- 70 耳なし芳一・雪女　下 小泉 八雲／作 講談社

①- 71 クリスマスキャロル　上 ディケンズ／作 講談社

①- 72 クリスマスキャロル　下 ディケンズ／作 講談社

①- 73 名探偵ホームズ赤毛組合　上 コナン・ドイル／作 講談社

①- 74 名探偵ホームズ赤毛組合　下 コナン・ドイル／作 講談社

①- 75 リトルプリンセス　上 バーネット／作 講談社

①- 76 リトルプリンセス　下 バーネット／作 講談社

①- 77 オズの魔法使い　上 ライマン・フランク・バーム／作 講談社

①- 78 オズの魔法使い　中 ライマン・フランク・バーム／作 講談社

①- 79 オズの魔法使い　下 ライマン・フランク・バーム／作 講談社

①- 80 賢者の贈り物　上 O.ヘンリー／作 講談社

①- 81 賢者の贈り物　下 O.ヘンリー／作 講談社

①- 82 赤毛のアン　上 L.M.モンゴメリ／作 講談社
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①- 83 赤毛のアン　中 L.M.モンゴメリ／作 講談社

①- 84 赤毛のアン　下 L.M.モンゴメリ／作 講談社

①- 85 アンの青春　上 L.M.モンゴメリ／作 講談社

①- 86 アンの青春　中 L.M.モンゴメリ／作 講談社

①- 87 アンの青春　下 L.M.モンゴメリ／作 講談社

①- 88 アンの愛情　上 L.M.モンゴメリ／作 講談社

①- 89 アンの愛情　中 L.M.モンゴメリ／作 講談社

①- 90 アンの愛情　下 L.M.モンゴメリ／作 講談社

①- 91 青い鳥　上 メーテルリンク／作 講談社

①- 92 青い鳥　下 メーテルリンク／作 講談社

①- 93 星の王子さま サン=テグジュペリ／作 講談社

※37『ゾウのいない動物園』は子ども室のみ所蔵しています。

○ 大型絵本 ○

No. 書名 編著者 出版社

②- 1 うがいライオン ねじめ 正一／作 鈴木出版

②- 2 うみの100かいだてのいえ いわい としお／[作] 偕成社

②- 3 おおきなかぶ A.トルストイ／再話 福音館書店

②- 4 おおきなきがほしい さとう さとる／ぶん 偕成社

②- 5 おこだでませんように くすのき しげのり／作 小学館

②- 6 おばけのてんぷら せな けいこ／作・絵 ポプラ社

②- 7 おべんとうバス 真珠 まりこ／作・絵 チャイルド本社

②- 8 おやおや、おやさい 石津 ちひろ／文 福音館書店

②- 9 かばくん 岸田 衿子／さく 福音館書店

②- 10 からすのパンやさん かこ さとし／絵と文 偕成社

②- 11 かわいそうなぞう つちや ゆきお／ぶん 金の星社

②- 12 ガンピーさんのふなあそび ジョン・バーニンガム／さく ほるぷ出版

②- 13 キャベツくん 長 新太／文・絵 文研出版

②- 14 きょうりゅうのおおきさ 冨田 幸光／監修 チャイルド本社

②- 15 999ひきのきょうだい 木村 研／文 チャイルド本社

②- 16 999ひきのきょうだいのおひっこし 木村 研／文 チャイルド本社

②- 17 きょだいなきょだいな 長谷川 摂子／作 福音館書店

②- 18 きんぎょがにげた 五味 太郎／作 福音館書店

②- 19 くまのコールテンくん ドン・フリーマン／さく 偕成社

②- 20 ぐりとぐら なかがわ りえこ／[さく] 福音館書店

②- 21 ぐりとぐらのえんそく 中川 李枝子／文 福音館書店

②- 22 ぐりとぐらのおきゃくさま 中川 李枝子／文 福音館書店

②- 23 ぐるんぱのようちえん 西内 ミナミ／さく 福音館書店

②- 24 グレート・ワンダーシップへようこそ! 五味 太郎／[作] 偕成社

②- 25 こすずめのぼうけん ルース・エインズワース／作 福音館書店

②- 26 ころころころ 元永 定正／さく 福音館書店

②- 27 サンドイッチサンドイッチ 小西 英子／さく 福音館書店

②- 28 三びきのこぶた 瀬田 貞二／やく 福音館書店

- 3 -



②- 29 しげちゃん 室井 滋／作 金の星社

②- 30 じゃんけんぽん せな けいこ／作・絵 鈴木出版

②- 31 しゅっぱつしんこう! 山本 忠敬／さく 福音館書店

②- 32 しりとりのだいすきなおうさま 中村 翔子／作 鈴木出版

②- 33 スイミー レオ=レオニ／作 好学社

②- 34 すてきな三にんぐみ トミー=アンゲラー／さく 偕成社

②- 35 せんたくかあちゃん さとう わきこ／作・絵 福音館書店

②- 36 ぞうくんのさんぽ なかの ひろたか／さく・え 福音館書店

②- 37 ぞうのはな 堀 浩／監修 チャイルド本社

②- 38 そらまめくんのベッド なかや みわ／さく・え 福音館書店

②- 39 だじゃれ日本一周 長谷川 義史／作 理論社

②- 40 たまごにいちゃん あきやま ただし／作・絵 鈴木出版

②- 41 たまごのあかちゃん かんざわ としこ／ぶん 福音館書店

②- 42 だるまさんが かがくい ひろし／さく ブロンズ新社

②- 43 だるまさんと かがくい ひろし／さく ブロンズ新社

②- 44 だるまさんの かがくい ひろし／さく ブロンズ新社

②- 45 ちか100かいだてのいえ いわい としお／[作] 偕成社

②- 46 でんしゃでいこうでんしゃでかえろう 間瀬 なおかた／作・絵 チャイルド本社

②- 47 どうぞのいす 香山 美子／作 チャイルド本社

②- 48 ともだちや 内田 麟太郎／作 偕成社

②- 49 なつのいちにち はた こうしろう／作 偕成社

②- 50 にゃーご 宮西 達也／作・絵 鈴木出版

②- 51 にんじんとごぼうとだいこん 和歌山 静子／絵 鈴木出版

②- 52 ねずみくんのチョッキ なかえ よしを／作 ポプラ社

②- 53 ねずみのえんそくもぐらのえんそく 藤本 四郎／作・絵 チャイルド本社

②- 54 ねずみのでんしゃ 山下 明生／作 チャイルド本社

②- 55 はじめてのおつかい 筒井 頼子／さく 福音館書店

②- 56 はらぺこあおむし エリック・カール／さく 偕成社

②- 57 100かいだてのいえ いわい としお／[作] 偕成社

②- 58 ぴょーん まつおか たつひで／作・絵 ポプラ社

②- 59 ぼくにげちゃうよ マーガレット・W.ブラウン／ぶん ほるぷ出版

②- 60 まどから★おくりもの 五味 太郎／作・絵 偕成社

②- 61 みんなうんち 五味 太郎／さく 福音館書店

②- 62 めっきらもっきらどおんどん 長谷川 摂子／作 福音館書店

②- 63 もこもこもこ 谷川 俊太郎／作 文研出版

②- 64 もちづきくん 中川 ひろたか／作 チャイルド本社

②- 65 わにわにのおふろ 小風 さち／ぶん 福音館書店

○ 点字つきの本 ○

No. 書名 編著者 出版社

③- 1 ぐりとぐら 中川 李枝子／さく 福音館書店

③- 2 こぐまちゃんとどうぶつえん 森 比左志／著 こぐま社

③- 3 さわるめいろ 村山 純子／著 小学館

- 4 -



③- 4 しろくまちゃんのほっとけーき 森 比左志／著 こぐま社

③- 5 おでかけまるちゃん　　（まるちゃんシリーズ）嘉村 靖子／作 ユニバーサルデザイン絵本センター

③- 6 かみさまにえらばれた12のどうぶつ 福本 正幸／さく ユニバーサルデザイン絵本センター

③- 7 ゾウさんのハナのおはなし 小林 映子／作 ユニバーサルデザイン絵本センター

③- 8 たんぽぽぽぽたん 赤坂 裕美／作 ユニバーサルデザイン絵本センター

③- 9 チョウチョウのおやこ 金子 健／作 ユニバーサルデザイン絵本センター

③- 10 でこぼこえかきうた Macこば／作 ユニバーサルデザイン絵本センター

③- 11 でこぼこえかきうた　2 Macこば／作 ユニバーサルデザイン絵本センター

③- 12 てんてん 中塚 裕美子／作 ユニバーサルデザイン絵本センター

③- 13 ともだち　　（てんてんシリーズ） なかつか ゆみこ／さく ユニバーサルデザイン絵本センター

③- 14 どんなおはながさくのかな? よしかわ あゆみ／さく ユニバーサルデザイン絵本センター

③- 15 なないろのクラ Macこば／作 ユニバーサルデザイン絵本センター

③- 16 ねえおそらのあれなあに? ほしのかたりべ／さく ユニバーサルデザイン絵本センター

③- 17 はたはたはたふれ! もうり もりもり／さく ユニバーサルデザイン絵本センター

③- 18 へんしんまるちゃん　　（まるちゃんシリーズ）嘉村 靖子／作 ユニバーサルデザイン絵本センター

③- 19 みんないいこ かも みゆき／さく・え ユニバーサルデザイン絵本センター

③- 20 りんご なかつか ゆみこ／文 ユニバーサルデザイン絵本センター

③- 21 おぼえちゃ王　　（てんじ手作り絵本） 金子 修／文 桜雲会

③- 22 ためしちゃ王　　（てんじ手作り絵本） 金子 修／文 桜雲会

③- 23 つくっちゃ王　　（てんじ手作り絵本） 金子 修／文 桜雲会

③- 24 かいてみようかんじ　1　（てんじ手作り絵本）おううんかい／編集 桜雲会

③- 25 かいてみようかんじ　2　（てんじ手作り絵本）おううんかい／編集 桜雲会

③- 26 かいてみようかんじ　3　（てんじ手作り絵本）おううんかい／編集 桜雲会

③- 27 かいてみようかんじ　4　（てんじ手作り絵本）おううんかい／編集 桜雲会

③- 28 かいてみようかんじ　5　（てんじ手作り絵本）おううんかい／編集 桜雲会

③- 29 かいてみようかんじ　6　（てんじ手作り絵本）おううんかい／編集 桜雲会

③- 30 ふるさと読本「いずも神話」 島根県教育委員会／編 島根県教育庁義務教育課

○ しかけ絵本 ○

No. 書名 編著者 出版社 ※

④- 1 ギャロップ!! ルーファス・バトラー・セダー／さく 大日本絵画 動

④- 2 スウィング! ルーファス・バトラー・セダー／さく 大日本絵画 動

④- 3 ワドル!! ルーファス・バトラー・セダー／さく 大日本絵画 動

④- 4 サファリ キャロル・カウフマン／ぶん 大日本絵画 動

④- 5 おやすみくまくん イグルー・ブックス／さく 大日本絵画 パ

④- 6 かくれんぼくまちゃん イグルー・ブックス／さく 大日本絵画 パ

④- 7 くねくねふわふわもーじゃもじゃこれなあに? ベン・マントル／え 大日本絵画 パ

④- 8 こひつじメエちゃん エマ・ゴールドホーク／ぶん 大日本絵画 パ

④- 9 ころころコアラちゃん エマ・ゴールドホーク／ぶん 大日本絵画 パ

④- 10 ハーイコロちゃん! エリック・ヒル／さく 大日本絵画 パ

④- 11 パペットスノーマン レイモンド・ブリッグズ／さく 大日本絵画 パ

④- 12 ふわふわうさちゃん エマ・ゴールドホーク／ぶん 大日本絵画 パ

④- 13 ふわふわくまちゃん エマ・ゴールドホーク／ぶん 大日本絵画 パ
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④- 14 ふわふわわんちゃん エマ・ゴールドホーク／ぶん 大日本絵画 パ

④- 15 ゆかいなゆきだるまくん エマ・ゴールドホーク／ぶん 大日本絵画 パ

④- 16 さわってさわって あらかわ しずえ／絵 学研教育出版 さ

④- 17 さわってどーれ? あらかわ しずえ／絵 学研教育出版 さ

④- 18 さわってなーに? あらかわ しずえ／絵 学研教育出版 さ

④- 19 むいてねぺろん あらかわ しずえ／絵 学研教育出版 さ

④- 20 いいこいいこ きむら ゆういち／作・絵 ひさかたチャイルド め

④- 21 おきがえしよう! 田中 四郎／作・絵 ひさかたチャイルド め

④- 22 おきておきて やすい すえこ／作 ひさかたチャイルド め

④- 23 おくちをあーん きむら ゆういち／作 ひさかたチャイルド め

④- 24 サンドイッチつくろう! 板橋 敦子／作 ひさかたチャイルド め

④- 25 だいすき きむら ゆういち／作 ひさかたチャイルド め

④- 26 だっこ! きむら ゆういち／作・絵 ひさかたチャイルド め

④- 27 たまごをこんこんこん あかま あきこ／作・絵 ひさかたチャイルド め

④- 28 のってのっていこう! 冬野 いちこ／作・絵 ひさかたチャイルド め

④- 29 ふっくらパン 田中 四郎／作・絵 ひさかたチャイルド め

④- 30 ぱおーんだーれだ? いりやま さとし／作・絵 ひさかたチャイルド 折

④- 31 わんわんだーれだ? いりやま さとし／作・絵 ひさかたチャイルド 折

④- 32 あそびましょ かどの えいこ／さく あかね書房 め

④- 33 いいものみつけた かどの えいこ／さく あかね書房 め

④- 34 おばけがいっぱい かどの えいこ／さく あかね書房 め

④- 35 だれのおうち? かどの えいこ／さく あかね書房 め

④- 36 いないいないだあれ? ヘレン・ハリー／さく 大日本絵画 め

④- 37 いないいないだいすき! サリナ・ヨーン／さく 大日本絵画 め

④- 38 たのしいいろのえほん フェリシティ・ブルックス／ぶん 大日本絵画 め

④- 39 たのしいかずのえほん フェリシティ・ブルックス／ぶん 大日本絵画 め

④- 40 はなのおうち ベンジー・デイヴィス／え 大日本絵画 め

④- 41 かわいいてんとうむし メラニー・ガース／ぶん 大日本絵画 穴

④- 42 さかなかな スーゼ・マクドナルド／さく 大日本絵画 穴

④- 43 ななちゃんとおうたラララララ… 荒川 静恵／絵 学研 音

④- 44 ななちゃんとどうぶつさんワンワンワン 荒川 静恵／絵 学研 音

④- 45 にぎやかペット! エミリー・ボーラム／え 大日本絵画 音

④- 46 乗り物の音 ベン・グロスブラット／さく 大日本絵画 音

④- 47 野生動物の声 ロザンナ・ハンセン／さく 大日本絵画 音

④- 48 このおとなあに?のりものメロディーつき 成美堂出版 音

④- 49 なきごえなあに?どうぶつメロディーつき 成美堂出版 音

④- 50 うんてんしよう!しんかんせんだいしゅうごう 交通新聞社 音

④- 51 うんてんしよう!しんだいとっきゅうカシオペア 交通新聞社 音

④- 52 うんてんしよう!ちゅうおうせん 交通新聞社 音

④- 53 うんてんしよう!JRしこくなんぷうアンパンマンれっしゃ 交通新聞社 音

④- 54 うんてんしよう!おおいがわてつどうSL C11 交通新聞社 音

※「動」は絵が動くもの、「パ」はパペットつき、「さ」はさわる絵本、「め」はめくりしかけ

絵本、
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○ LLブック ○

No. 書名 編著者 出版社

⑤- 1 あたらしいほうりつの本 又村 あおい／著 全日本手をつなぐ育成会

⑤- 2 わたし流でいこう 本人活動推進委員会／編 全日本手をつなぐ育成会

⑤- 3 からだ!!げんき!?　　（自立生活ハンドブック） 全日本手をつなぐ育成会

⑤- 4 Bon appétit　　（自立生活ハンドブック） 全日本手をつなぐ育成会

⑤- 5 食　　（自立生活ハンドブック） 全日本手をつなぐ育成会

⑤- 6 ぼくらのキャリアアップ　　（自立生活ハンドブック） 全日本手をつなぐ育成会

⑤- 7 ひとりだち　　（自立生活ハンドブック） 全日本手をつなぐ育成会

⑤- 8 自分をまもる　　（自立生活ハンドブック） 全日本手をつなぐ育成会

⑤- 9 COOKおいしい　　（自立生活ハンドブック） 全日本手をつなぐ育成会

⑤- 10 COOKヘルシー　　（自立生活ハンドブック） 全日本手をつなぐ育成会

⑤- 11 性say生　　（自立生活ハンドブック） 全日本手をつなぐ育成会

⑤- 12 わたしにであう本　　（自立生活ハンドブック） 全日本手をつなぐ育成会

⑤- 13 「働く」の教科書 菊地 一文／監修 中央法規出版

⑤- 14 ひろみとまゆこの2人だけのがいしゅつ 内田 由美／おはなし 清風堂書店出版部

⑤- 15 ホシオくん天文台へゆく 高橋 淳／作 読書工房

⑤- 16 赤いハイヒール ロッタ・ソールセン／作 日本障害者リハビリテーション協会

⑤- 17 学校つくっちゃった! エコール・エレマン・プレザン／[編] ポプラ社

⑤- 18 ぼくたちのコンニャク先生 星川 ひろ子／写真 文 小学館

⑤- 19 朝ごはんつくろう! 坂本 広子／著 偕成社

⑤- 20 昼ごはんつくろう! 坂本 広子／著 偕成社

⑤- 21 ばんごはんつくろう!　和食編 坂本 広子／著 偕成社

⑤- 22 ばんごはんつくろう!　洋食・中華編 坂本 広子／著 偕成社

⑤- 23 特別の日のごはんつくろう!　和食編 坂本 広子／著 偕成社

⑤- 24 おべんとうつくろう! 坂本 広子／著 偕成社

⑤- 25 おやつつくろう! 坂本 広子／著 偕成社

⑤- 26 はっけんずかんのりもの 小賀野 実／監修 学研教育出版

⑤- 27 マークのずかん 鈴木出版

⑤- 28 音のない川 サラ・バーテルス／作 BL出版

⑤- 29 ひとつぶのえんどうまめ こうみょう なおみ／さく・え BL出版

○ 絵事典 ○

No. 書名 編著者 出版社

⑥- 1 こどももののなまえ絵じてん 三省堂編修所／編 三省堂

⑥- 2 ちがいのわかる絵事典 村越 正則／監修 PHP研究所

⑥- 3 世界の宗教がわかる絵事典 井上 順孝／監修 PHP研究所

⑥- 4 江戸のくらしがわかる絵事典 宮本 袈裟雄／監修 PHP研究所

⑥- 5 文明開化絵事典 桑原 利夫／監修 PHP研究所

⑥- 6 歴史人物絵事典 河合 敦／監修 PHP研究所

⑥- 7 戦国武将がわかる絵事典 山村 竜也／著 PHP研究所

⑥- 8 奈良がわかる絵事典 PHP研究所／編 PHP研究所

⑥- 9 裁判のしくみ絵事典 村 和男／監修 PHP研究所
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⑥- 10 手話の絵事典 全国手話研修センター／監修 PHP研究所

⑥- 11 「和」の名前絵事典 三宮 庄二／監修 PHP研究所

⑥- 12 日本のくらし絵事典 PHP研究所／編 PHP研究所

⑥- 13 日本のしきたり絵事典 深光 富士男／著 PHP研究所

⑥- 14 民族衣装絵事典 高橋 晴子／監修 PHP研究所

⑥- 15 和菓子の絵事典 俵屋吉富／監修 PHP研究所

⑥- 16 こどもマナーとけいご絵じてん 坂東 眞理子／監修 三省堂

⑥- 17 こどもきせつのぎょうじ絵じてん 三省堂編修所／編 三省堂

⑥- 18 江戸の怪談絵事典 近藤 雅樹／監修 PHP研究所

⑥- 19 「右と左」の不思議がわかる絵事典 富永 裕久／著 PHP研究所

⑥- 20 身近な単位がわかる絵事典 村越 正則／監修 PHP研究所

⑥- 21 気象がわかる絵事典 日本気象協会／監修 PHP研究所

⑥- 22 京都議定書がわかる絵事典 PHP研究所／編 PHP研究所

⑥- 23 血液のふしぎ絵事典 梶原 龍人／監修 PHP研究所

⑥- 24 五感のふしぎ絵事典 竹内 修二／監修 PHP研究所

⑥- 25 歯の絵事典 関口 浩／監修 PHP研究所

⑥- 26 栄養がわかる絵事典 金田 雅代／監修 PHP研究所

⑥- 27 エネルギー絵事典 新田 義孝／監修 PHP研究所

⑥- 28 せいかつの絵じてん 内野 美恵／監修 ナツメ社

⑥- 29 料理のことば絵事典 枝元 なほみ／監修 PHP研究所

⑥- 30 市場がわかる絵事典 桑原 利夫／監修 PHP研究所

⑥- 31 仏像がわかる絵事典 瓜生 中／監修 PHP研究所

⑥- 32 「マーク」の絵事典 PHP研究所／編 PHP研究所

⑥- 33 工作のコツ絵事典 霜野 武志／監修 PHP研究所

⑥- 34 世界の「楽器」絵事典 PHP研究所／編 PHP研究所

⑥- 35 オリンピックまるわかり事典 PHP研究所／編 PHP研究所

⑥- 36 茶道・華道・書道の絵事典 PHP研究所／編 PHP研究所

⑥- 37 こどもひらがなとかずの絵じてん 三省堂編修所／編 三省堂

⑥- 38 三省堂ことばつかいかた絵じてん 金田一 春彦／監修 三省堂

⑥- 39 三省堂こどもことば絵じてん 金田一 春彦／監修 三省堂

⑥- 40 昔のことば絵事典 廣瀬 唯二／監修 PHP研究所

⑥- 41 かぞえ方絵事典 村越 正則／監修 PHP研究所

⑥- 42 もののかぞえ方絵事典 村越 正則／監修 PHP研究所

⑥- 43 方言の絵事典 真田 信治／監修 PHP研究所

⑥- 44 シーン別英語絵事典 PHP研究所／編 PHP研究所

⑥- 45 古典の名作絵事典 廣瀬 唯二／監修 PHP研究所

⑥- 46 四季のことば絵事典 荒尾 禎秀／監修 PHP研究所

○ 写真絵本○

No. 書名 編著者 出版社

⑦- 1 どこにいるかな? 松橋 利光／著 アリス館

⑦- 2 かえるくんどっちがどっち? 松橋 利光／著 アリス館

⑦- 3 にわのかいじゅうファイル 松橋 利光／著 アリス館
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⑦- 4 こりすのかくれんぼ 西村 豊／著 あかね書房

⑦- 5 すいぞくかんのみんなの1日 松橋 利光／写真 アリス館

⑦- 6 ねんね さえぐさ ひろこ／文 アリス館

⑦- 7 いいおかお さえぐさ ひろこ／文 アリス館

⑦- 8 だっこ なかの ひろみ／さく アリス館

⑦- 9 いっしょだよ 小寺 卓矢／写真・文 アリス館

⑦- 10 たま、また たま 星川 ひろ子／著 アリス館

⑦- 11 だって春だもん 小寺 卓矢／写真・文 アリス館

⑦- 12 きらきら 谷川 俊太郎／文 アリス館

⑦- 13 虫のくる宿 森上 信夫／写真・文 アリス館

⑦- 14 いのしし 前川 貴行／写真・文 アリス館

⑦- 15 ぐるりんぱっ まつお ようこ／しゃしん アリス館

⑦- 16 はっぱじゃないよぼくがいる 姉崎 一馬／文・写真 アリス館

⑦- 17 森のいのち 小寺 卓矢／文・写真 アリス館

⑦- 18 オランウータンに会いに行く 横塚 眞己人／[作] 偕成社

⑦- 19 ゴミにすむ魚たち 大塚 幸彦／文・写真 講談社

⑦- 20 うさぎじまのうさぎちゃん 福田 幸広／しゃしん 小学館

⑦- 21 ばけばけはっぱ 藤本 ともひこ／著 ハッピーオウル社

⑦- 22 からだがかゆい 岩合 日出子／ぶん 福音館書店

⑦- 23 いるいるだあれ 岩合 日出子／ぶん 福音館書店

⑦- 24 おらんうーたんのおうち 岩合 日出子／ぶん 福音館書店

⑦- 25 みてる 岩合 日出子／ぶん 福音館書店

⑦- 26 にゃんきっちゃん 岩合 日出子／ぶん 福音館書店

⑦- 27 10ぱんだ 岩合 日出子／ぶん 福音館書店

⑦- 28 カブトムシがいきる森 筒井 学／写真と文 小学館

⑦- 29 まいごになった子どものクジラ 越智 隆治／写真と文 小学館

⑦- 30 セミたちの夏 筒井 学／写真と文 小学館

⑦- 31 カマキリの生きかた 筒井 学／写真と文 小学館

⑦- 32 宇宙探検えほん 宇宙航空研究開発機構／監修協力 小学館

⑦- 33 ヤンバルクイナ 江口 欣照／写真と文 小学館

⑦- 34 ぴっかぴかすいぞくかん なかの ひろみ／文・構成 ひさかたチャイルド

⑦- 35 のりができるまで ひさかたチャイルド

⑦- 36 おいしいほしがき ひさかたチャイルド

⑦- 37 おこめができた! ひさかたチャイルド

⑦- 38 かたつむりのひみつ ひさかたチャイルド

⑦- 39 こんちゅうかくれんぼクイズ ひさかたチャイルド

⑦- 40 うみのかくれんぼ ひさかたチャイルド

⑦- 41 あげはのへんしん ひさかたチャイルド

⑦- 42 とりをよぼう! ひさかたチャイルド

⑦- 43 はちみつができるまで ひさかたチャイルド

⑦- 44 へんしんだいずくん ひさかたチャイルド

⑦- 45 ぎゅうにゅうだいへんしん! ひさかたチャイルド

⑦- 46 おすしのさかな ひさかたチャイルド
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⑦- 47 どんぐりもりのおきゃくさん 香山 美子／文 ひさかたチャイルド

⑦- 48 カレーのひみつ ひさかたチャイルド

⑦- 49 チョコレートだいすき ひさかたチャイルド

⑦- 50 おおきくなったよさるのあかちゃん さえぐさ ひろこ／文 ひさかたチャイルド

⑦- 51 だいすきハムスター 堀 浩／監修 ひさかたチャイルド

⑦- 52 みかんのひみつ 鈴木 伸一／監修 ひさかたチャイルド

⑦- 53 ゆきのかたち 高橋 健司／監修 ひさかたチャイルド

⑦- 54 どんぐりころころ 大久保 茂徳／監修 ひさかたチャイルド

⑦- 55 あさがおさいた 大久保 茂徳／監修 ひさかたチャイルド

⑦- 56 へんしんおたまじゃくし 福山 欣司／監修 ひさかたチャイルド

⑦- 57 やさいはいきている 藤田 智／監修 ひさかたチャイルド

⑦- 58 まるまるだんごむし 須田 孫七／監修 ひさかたチャイルド

⑦- 59 にんじゃあまがえる 松井 孝爾／監修 ひさかたチャイルド

⑦- 60 きれいですごい魚 赤木 かん子／文 パイインターナショナル

⑦- 61 きれいですごい鳥 赤木 かん子／文 パイインターナショナル

⑦- 62 ほんとのおおきさ・あかちゃん動物園 小宮 輝之／監修 学研教育出版

⑦- 63 ほんとのおおきさ・てがたあしがた図鑑 小宮 輝之／著 学研教育出版

⑦- 64 もっと!ほんとのおおきさ水族館 小宮 輝之／監修 学研教育出版

⑦- 65 ほんとのおおきさ特別編元気です!東北の動物たち 小宮 輝之／監修 学研教育出版

⑦- 66 ほんとのおおきさ恐竜博 真鍋 真／監修 学研教育出版

⑦- 67 ほんとのおおきさ水族館 小宮 輝之／監修 学研教育出版

⑦- 68 もっと!ほんとのおおきさ動物園 小宮 輝之／監修 学研教育出版

⑦- 69 ほんとのおおきさ動物園 小宮 輝之／監修 学研教育出版

⑦- 70 ぼくじょうにきてね 星川 ひろ子／写真・文 ポプラ社

⑦- 71 めだかのぼうけん 渡辺 昌和／写真 ポプラ社

⑦- 72 どこにいるの?シャクトリムシ 新開 孝／写真・文 ポプラ社

⑦- 73 むしをたべるくさ 渡邉 弘晴／写真 ポプラ社

⑦- 74 クラゲゆらゆら 楚山 いさむ／写真・文 ポプラ社

⑦- 75 いのちのカプセルまゆ 新開 孝／写真・文 ポプラ社

⑦- 76 竹とぼくとおじいちゃん 星川 ひろ子／著 ポプラ社

⑦- 77 ヘビのひみつ 内山 りゅう／写真・文 ポプラ社

⑦- 78 クモのいと 新開 孝／写真・文 ポプラ社

⑦- 79 むしのかお 新開 孝／写真・文 ポプラ社

⑦- 80 きのこ 埴 沙萠／写真・文 ポプラ社

⑦- 81 じゅえきレストラン 新開 孝／写真・文 ポプラ社

⑦- 82 おかしなゆきふしぎなこおり 片平 孝／写真・文 ポプラ社

⑦- 83 イソギンチャクのふしぎ 楚山 いさむ／写真・文 ポプラ社

⑦- 84 イモムシ 新開 孝／写真・文 ポプラ社

○ 朗読CD ○

No. 書名 編著者 出版社

⑧- 1 羅生門 芥川 竜之介／作 新潮社

⑧- 2 植物図鑑　1 有川 浩／作 音訳サービスJ
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⑧- 3 植物図鑑　2 有川 浩／作 音訳サービスJ

⑧- 4 植物図鑑　3 有川 浩／作 音訳サービスJ

⑧- 5 マボロシの鳥　1 太田 光／作 音訳サービスJ

⑧- 6 マボロシの鳥　2 太田 光／作 音訳サービスJ

⑧- 7 マボロシの鳥　3 太田 光／作 音訳サービスJ

⑧- 8 いつも彼らはどこかに　1 小川 洋子／著 音訳サービスJ

⑧- 9 いつも彼らはどこかに　2 小川 洋子／著 音訳サービスJ

⑧- 10 いつも彼らはどこかに　3 小川 洋子／著 音訳サービスJ

⑧- 11 ことり　1 小川 洋子／著 音訳サービスJ

⑧- 12 ことり　2 小川 洋子／著 音訳サービスJ

⑧- 13 ことり　3 小川 洋子／著 音訳サービスJ

⑧- 14 ことり　4 小川 洋子／著 音訳サービスJ

⑧- 15 博士の愛した数式 小川 洋子／[原作] 新潮社

⑧- 16 再会　1 重松 清／作 音訳サービスJ

⑧- 17 再会　2 重松 清／作 音訳サービスJ

⑧- 18 再会　3 重松 清／作 音訳サービスJ

⑧- 19 再会　4 重松 清／作 音訳サービスJ

⑧- 20 とんび　1 重松 清／作 音訳サービスJ

⑧- 21 とんび　2 重松 清／作 音訳サービスJ

⑧- 22 とんび　3 重松 清／作 音訳サービスJ

⑧- 23 とんび　4 重松 清／作 音訳サービスJ

⑧- 24 走れメロス 太宰 治／作 新潮社

⑧- 25 山月記 中島 敦／作 新潮社

⑧- 26 銀河鉄道の夜 宮沢 賢治／作 新潮社

⑧- 27 グスコーブドリの伝記 宮沢 賢治／作 新潮社

⑧- 28 注文の多い料理店 宮沢 賢治／作 新潮社

⑧- 29 小太郎の左腕　1 和田 竜／作 音訳サービスJ

⑧- 30 小太郎の左腕　2 和田 竜／作 音訳サービスJ

⑧- 31 小太郎の左腕　3 和田 竜／作 音訳サービスJ

⑧- 32 児童文学名作選　1・2 太田 治子／編集委員 国書刊行会

⑧- 33 児童文学名作選　3・4 太田 治子／編集委員 国書刊行会

⑧- 34 児童文学名作選　5・6 太田 治子／編集委員 国書刊行会

⑧- 35 こどもと聴く名作童話　　（「朗読」心の本棚）喜多嶋 洋子／朗読 キングレコード

【内容】『一房の葡萄』有島武郎／『月夜と眼鏡』小川未明／『橙の花束』押川春浪／『寂しき

魚』室生犀星／『走れメロス』太宰治／『ちんちん小袴』小泉八雲／『赤い船』小川未明／『三

人兄弟』菊地寛

【内容】『杜子春』芥川龍之介／『野薔薇』小川未明／『でたらめ経』宇野浩二／『三人百姓』

秋田雨雀／『虔十公園林』宮沢賢治／『魔術』芥川龍之介／『忘れ形見』若松賤子／『とんぼの

眼玉』北原白秋

【内容】『赤い蝋燭と人魚』小川未明／『手品師』豊島与志雄／『イソップ物語』福澤諭吉／

『雪渡り』宮沢賢治／『銀河鉄道の夜』宮沢賢治／『鮫人の恩返し』小泉八雲／『デイモンとピ

シアス』鈴木三重吉／『二人の兄弟・幸福』島崎藤村
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⑧- 36 古事記　上つ巻 中村 吉右衛門／朗読 新潮社

⑧- 37 古事記　中つ巻 中村 吉右衛門／朗読 新潮社

⑧- 38 古事記　下つ巻 中村 吉右衛門／朗読 新潮社

⑧- 39 　※古事記（解説書） 西宮 一民／テキスト校注 新潮社

⑧- 40 竹取物語 白坂 道子／朗読 新潮社

⑧- 41 枕草子 清少納言／作 新潮社

⑧- 42 平家物語　巻第1 嵐 圭史／朗読 新潮社

⑧- 43 平家物語　巻第2 嵐 圭史／朗読 新潮社

⑧- 44 平家物語　巻第3 嵐 圭史／朗読 新潮社

⑧- 45 平家物語　巻第4 嵐 圭史／朗読 新潮社

⑧- 46 平家物語　巻第5 嵐 圭史／朗読 新潮社

⑧- 47 平家物語　巻第6 嵐 圭史／朗読 新潮社

⑧- 48 平家物語　巻第7 嵐 圭史／朗読 新潮社

⑧- 49 平家物語　巻第8 嵐 圭史／朗読 新潮社

⑧- 50 平家物語　巻第9 嵐 圭史／朗読 新潮社

⑧- 51 平家物語　巻第10 嵐 圭史／朗読 新潮社

⑧- 52 平家物語　巻第11 嵐 圭史／朗読 新潮社

⑧- 53 平家物語　巻第12 嵐 圭史／朗読 新潮社

⑧- 54 おくのほそ道 松尾 芭蕉／作 新潮社

⑧- 55 読みがたり島根のむかし話　1/5分冊 島根県国語教育研究会 島根県教育委員会

⑧- 56 読みがたり島根のむかし話　2/5分冊 島根県国語教育研究会 島根県教育委員会

⑧- 57 読みがたり島根のむかし話　3/5分冊 島根県国語教育研究会 島根県教育委員会

⑧- 58 読みがたり島根のむかし話　4/5分冊 島根県国語教育研究会 島根県教育委員会

⑧- 59 読みがたり島根のむかし話　5/5分冊 島根県国語教育研究会 島根県教育委員会

※39『古事記』は解説書です。CDではありません。

○ 落語CD ○

No. 書名 編著者 出版社

⑨- 1 九代目:桂文治　1 桂 文治／口演 キングレコード

⑨- 2 九代目:桂文治　2 桂 文治／口演 キングレコード

⑨- 3 九代目:桂文治　3 桂 文治／口演 キングレコード

⑨- 4 八代目:桂文楽　1 桂 文楽／口演 キングレコード

⑨- 5 八代目:桂文楽　2 桂 文楽／口演 キングレコード

⑨- 6 八代目:桂文楽　3 桂 文楽／口演 キングレコード

【内容】愛宕山／船徳／小言幸兵衛

【内容】『白いぼうし』あまんきみこ／『ウーフはおしっこでできているか??』神沢利子／『雨

こんこん』松谷みよ子／『花いっぱいになぁれ』松谷みよ子／『あしたの風』壺井栄／『わらぐ

つの中の神様』杉みき子

【内容】片棒／今戸焼／宇治大納言／鰻屋

【内容】お菊の皿／紀州／小言幸兵衛／小粒

【内容】三年目／たがや／不動坊／古手買い／六尺棒

【内容】富久／景清／酢豆腐
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⑨- 7 八代目:桂文楽　4 桂 文楽／口演 キングレコード

⑨- 8 三代目:桂三木助　1 桂 三木助／口演 キングレコード

⑨- 9 三代目:桂三木助　2 桂 三木助／口演 キングレコード

⑨- 10 十代目:金原亭馬生　1 金原亭 馬生／口演 キングレコード

⑨- 11 五代目:古今亭今輔　1 古今亭 今輔／口述 キングレコード

⑨- 12 五代目:古今亭今輔　2 古今亭 今輔／口述 キングレコード

⑨- 13 五代目:古今亭今輔　3 古今亭 今輔／口述 キングレコード

⑨- 14 五代目:古今亭志ん生　1 古今亭 志ん生／口演 キングレコード

⑨- 15 五代目:古今亭志ん生　2 古今亭 志ん生／口演 キングレコード

⑨- 16 五代目:古今亭志ん生　3 古今亭 志ん生／口演 キングレコード

⑨- 17 五代目:古今亭志ん生　4 古今亭 志ん生／口演 キングレコード

⑨- 18 五代目:古今亭志ん生　5 古今亭 志ん生／口演 キングレコード

⑨- 19 五代目:古今亭志ん生　6 古今亭 志ん生／口演 キングレコード

⑨- 20 五代目:古今亭志ん生　7 古今亭 志ん生／口演 キングレコード

⑨- 21 五代目:古今亭志ん生　8 古今亭 志ん生／口演 キングレコード

⑨- 22 五代目:古今亭志ん生　9 古今亭 志ん生／口演 キングレコード

⑨- 23 五代目:古今亭志ん生　10 古今亭 志ん生／口演 キングレコード

⑨- 24 五代目:古今亭志ん生　11 古今亭 志ん生／口演 キングレコード

⑨- 25 五代目:古今亭志ん生　12 古今亭 志ん生／口演 キングレコード

⑨- 26 五代目:古今亭志ん生　13 古今亭 志ん生／口演 キングレコード

⑨- 27 五代目:古今亭志ん生　14 古今亭 志ん生／口演 キングレコード

【内容】業平文治　1～5

【内容】天狗裁き／後生鰻／佃祭

【内容】付き馬／浜野矩随(名工矩随)／道灌

【内容】大工調べ／化物娘(おいてけ堀)

【内容】塩原多助～四つ目小町／搗屋幸兵衛／らくだ

【内容】寝床／井戸の茶碗／子別れ(上)

【内容】淀五郎／品川心中

【内容】茶金／芝浜／稽古屋

【内容】祇園祭／雪とん／小噺集

【内容】江島屋／唐茄子屋政談／風呂敷

【内容】火焔太鼓／黄金餅／厩火事

【内容】唐茄子屋政談／猫の皿／強情灸

【内容】文七元結／藁人形／千早振る

【内容】ざる屋／船徳／鈴振り

【内容】青空お婆さん／ おらが火事／お婆さん三代姿

【内容】ねぎまの殿様／死神／取り次ぎお婆さん

【内容】江島屋／もう半分／毛氈芝居

【内容】お直し／もう半分

【内容】明烏／寝床／鰻の幇間

【内容】素人鰻／よかちょろ／かんしゃく／夢の酒

【内容】芝浜／崇徳院

【内容】へっつい幽霊／ざこ八
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⑨- 28 五代目:古今亭志ん生　15 古今亭 志ん生／口演 キングレコード

⑨- 29 五代目:古今亭志ん生　16 古今亭 志ん生／口演 キングレコード

⑨- 30 五代目:古今亭志ん生　17 古今亭 志ん生／口演 キングレコード

⑨- 31 五代目:古今亭志ん生　18 古今亭 志ん生／口演 キングレコード

⑨- 32 五代目:古今亭志ん生　19 古今亭 志ん生／口演 キングレコード

⑨- 33 五代目:古今亭志ん生　20 古今亭 志ん生／口演 キングレコード

⑨- 34 五代目:古今亭志ん生　21 古今亭 志ん生／口演 キングレコード

⑨- 35 五代目:古今亭志ん生　22 古今亭 志ん生／口演 キングレコード

⑨- 36 五代目:古今亭志ん生　23 古今亭 志ん生／口演 キングレコード

⑨- 37 八代目:三笑亭可楽　1 三笑亭 可楽／口演 キングレコード

⑨- 38 八代目:三笑亭可楽　2 三笑亭 可楽／口演 キングレコード

⑨- 39 二代目:三遊亭円歌　1 三遊亭 円歌／口演 キングレコード

⑨- 40 二代目:三遊亭円歌　2 三遊亭 円歌／口演 キングレコード

⑨- 41 六代目:三遊亭円生　1 三遊亭 円生／口演 キングレコード

⑨- 42 六代目:三遊亭円生　2 三遊亭 円生／口演 キングレコード

⑨- 43 六代目:三遊亭円生　3 三遊亭 円生／口演 キングレコード

⑨- 44 六代目:三遊亭円生　4 三遊亭 円生／口演 キングレコード

⑨- 45 六代目:三遊亭円生　5 三遊亭 円生／口演 キングレコード

⑨- 46 六代目:三遊亭円生　6 三遊亭 円生／口演 キングレコード

⑨- 47 六代目:三遊亭円生　7 三遊亭 円生／口演 キングレコード

⑨- 48 六代目:三遊亭円生　8 三遊亭 円生／口演 キングレコード

⑨- 49 六代目:三遊亭円生　9 三遊亭 円生／口演 キングレコード

【内容】お化け長屋／鰍沢

【内容】小間物屋政談／骨違い

【内容】小言幸兵衛／五人廻し

【内容】九段目／派手彦

【内容】三味線栗毛／呼び出し電話／竜宮／香典返し

【内容】札所の霊験／居残り佐平次

【内容】真景累ヶ淵深見新五郎／百川

【内容】真景累ヶ淵 勘蔵の死／蟇の油

【内容】猫定／三十石

【内容】三枚起請／巌流島／たがや

【内容】塩原多助～道連れ小平(山口屋のゆすり)　上・下／替り目

【内容】三方一両損／文違い／甲府い／今戸焼

【内容】子別れ　上・中・下／士族の鰻

【内容】品川心中／くしゃみ義太夫／鹿政談／壷

【内容】文違い／富久

【内容】妾馬／おせつ徳三郎～刀屋

【内容】五人廻し／お初徳兵衛／粗忽長屋

【内容】首ったけ／火焔太鼓／幾代餅

【内容】お化け長屋／もう半分／親子酒

【内容】三軒長屋　上・下／大山詣り

【内容】居残り佐平次／鰻の幇間／おかめ団子
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⑨- 50 六代目:三遊亭円生　10 三遊亭 円生／口演 キングレコード

⑨- 51 六代目:三遊亭円生　11 三遊亭 円生／口演 キングレコード

⑨- 52 六代目:三遊亭円生　12 三遊亭 円生／口演 キングレコード

⑨- 53 六代目:三遊亭円生　13 三遊亭 円生／口演 キングレコード

⑨- 54 六代目:三遊亭円生　14 三遊亭 円生／口演 キングレコード

⑨- 55 六代目:三遊亭円窓　1 三遊亭 円窓／口演 キングレコード

⑨- 56 六代目:三遊亭円窓　2 三遊亭 円窓／口演 キングレコード

⑨- 57 六代目:三遊亭円窓　3 三遊亭 円窓／口演 キングレコード

⑨- 58 六代目:三遊亭円窓　4 三遊亭 円窓／口演 キングレコード

⑨- 59 六代目:三遊亭円窓　5 三遊亭 円窓／口演 キングレコード

⑨- 60 六代目:三遊亭円窓　6 三遊亭 円窓／口演 キングレコード

⑨- 61 六代目:三遊亭円窓　7 三遊亭 円窓／口演 キングレコード

⑨- 62 六代目:三遊亭円窓　8 三遊亭 円窓／口演 キングレコード

⑨- 63 六代目:三遊亭円窓　9 三遊亭 円窓／口演 キングレコード

⑨- 64 三代目:三遊亭金馬　1 三遊亭 金馬／口演 キングレコード

⑨- 65 三代目:三遊亭金馬　2 三遊亭 金馬／口演 キングレコード

⑨- 66 三代目:三遊亭金馬　3 三遊亭 金馬／口演 キングレコード

⑨- 67 三代目:三遊亭金馬　4 三遊亭 金馬／口演 キングレコード

⑨- 68 三代目:三遊亭小圓朝　1 三遊亭 小円朝／口述 キングレコード

⑨- 69 三代目:三遊亭小圓朝　2 三遊亭 小円朝／口述 キングレコード

⑨- 70 三代目:三遊亭小圓朝　3 三遊亭 小円朝／口述 キングレコード

【内容】三年目／そば清／未練の夫婦／権助芝居

【内容】粗忽の釘／富士詣り／のめる／五段目(お笑い定九郎)／しの字嫌い

【内容】藪入り／池田大助／転宅

【内容】お化け長屋／狂歌家主／道灌／勉強

【内容】居酒屋／高田の馬場／目黒のさんま

【内容】藪入り／孝行糖／堪忍袋

【内容】転宅／かつぎや／山岡角兵衛

【内容】普段の袴／さじ加減

【内容】締め込み／甲府い

【内容】あくび指南／三人無筆

【内容】火事息子／位牌屋

【内容】明烏／ほうじの茶

【内容】ねずみ／くしゃみ講釈

【内容】唐茄子屋政談

【内容】子別れ／宮戸川

【内容】武助馬／百川

【内容】紫檀楼古木／豊竹屋／錦の袈裟

【内容】三年目／文違い／転失気

【内容】淀五郎／鼠穴／大山詣り

【内容】唐茄子屋政談／庖丁／三十石

【内容】木乃伊取り／鰍沢／小言幸兵衛

【内容】火事息子／羽織の遊び
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⑨- 71 六代目:春風亭柳橋　1 春風亭 柳橋／口演 キングレコード

⑨- 72 八代目:春風亭柳枝　1 春風亭 柳枝／口演 キングレコード

⑨- 73 八代目:春風亭柳枝　2 春風亭 柳枝／口演 キングレコード

⑨- 74 五代目:春風亭柳朝　1 春風亭 柳朝／口述 キングレコード

⑨- 75 五代目:春風亭柳朝　2 春風亭 柳朝／口述 キングレコード

⑨- 76 八代目:林家正蔵　1 林家 正蔵／口演 キングレコード

⑨- 77 八代目:林家正蔵　2 林家 正蔵／口演 キングレコード

⑨- 78 八代目:林家正蔵　3 林家 正蔵／口演 キングレコード

⑨- 79 五代目:柳家小さん　1 柳家 小さん／口演 キングレコード

⑨- 80 五代目:柳家小さん　2 柳家 小さん／口演 キングレコード

⑨- 81 五代目:柳家小さん　3 柳家 小さん／口演 キングレコード

⑨- 82 五代目:柳家小さん　4 柳家 小さん／口演 キングレコード

⑨- 83 五代目:柳家小さん　5 柳家 小さん／口演 キングレコード

⑨- 84 五代目:柳家小さん　6 柳家 小さん／口演 キングレコード

⑨- 85 五代目:柳家小さん　7 柳家 小さん／口演 キングレコード

⑨- 86 五代目:柳家小さん　8 柳家 小さん／口演 キングレコード

⑨- 87 五代目:柳家小さん　9 柳家 小さん／口演 キングレコード

⑨- 88 五代目:柳家小さん　10 柳家 小さん／口演 キングレコード

⑨- 89 五代目:柳家小さん　11 柳家 小さん／口演 キングレコード

⑨- 90 五代目:柳家小さん　12 柳家 小さん／口演 キングレコード

⑨- 91 五代目:柳家小さん　13 柳家 小さん／口演 キングレコード

⑨- 92 十代目:柳家小三治　1 柳家 小三治／口演 キングレコード

【内容】御神酒徳利／万金丹

【内容】猫の災難／時そば／蔵前駕籠

【内容】笠碁／粗忽長屋／長短

【内容】御慶／竹の水仙（左甚五郎）

【内容】うどん屋／花見小僧（おせつ徳三郎）／穴どろ

【内容】一目上り／花見の仇討／千早ふる

【内容】宿屋の仇討／家見舞（こいがめ）

【内容】提灯屋／大工調べ／かぼちゃ屋

【内容】湯屋番／三人旅／強情灸

【内容】禁酒番屋／長者番付／たぬき

【内容】真二つ／頓馬の使者

【内容】御神酒徳利／按摩の炬燵

【内容】粗忽の釘／たらちね／へっつい幽霊

【内容】錦の袈裟／浮世床／掛け取り

【内容】三味線栗毛／寝床／船徳／義眼

【内容】宿屋の仇討／年枝の怪談

【内容】やんま久次／耳なし芳一／一眼国

【内容】引窓与兵衛／からっ風侍／やかん

【内容】高砂や／天災／猫久

【内容】子ほめ／喜撰小僧／堪忍袋／元犬／宗論

【内容】高砂や／四段目／ずっこけ／節分／金明竹
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⑨- 93 十代目:柳家小三治　2 柳家 小三治／口演 キングレコード

⑨- 94 十代目:柳家小三治　3 柳家 小三治／口演 キングレコード

⑨- 95 十代目:柳家小三治　4 柳家 小三治／口演 キングレコード

⑨- 96 十代目:柳家小三治　5 柳家 小三治／口演 キングレコード

⑨- 97 十代目:柳家小三治　6 柳家 小三治／口演 キングレコード

⑨- 98 十代目:柳家小三治　7 柳家 小三治／口演 キングレコード

⑨- 99 十代目:柳家小三治　8 柳家 小三治／口演 キングレコード

⑨- 100 十代目:柳家小三治　9 柳家 小三治／口演 キングレコード

○ DAISY図書 ○

No. 書名 編著者 出版社

⑩- 1 青春デンデケデケデケ 芦原 すなお／作 音訳サービスJ

⑩- 2 4TEEN 石田 衣良／作 音訳サービスJ

⑩- 3 6TEEN 石田 衣良／作 音訳サービスJ

⑩- 4 博士の愛した数式 小川 洋子／作 音訳サービスJ

⑩- 5 人質の朗読会 小川 洋子／作 音訳サービスJ

⑩- 6 家日和 奥田 英朗／作 音訳サービスJ

⑩- 7 夜のピクニック 恩田 陸／作 音訳サービスJ

⑩- 8 十字架 重松 清／作 音訳サービスJ

⑩- 9 星のかけら 重松 清／作 音訳サービスJ

⑩- 10 西の魔女が死んだ 梨木 香歩／作 音訳サービスJ

⑩- 11 夜行観覧車 湊 かなえ／作 音訳サービスJ

⑩- 12 のぼうの城 和田 竜／作 音訳サービスJ

○ マルチメディアDAISY図書 ○

No. 書名 編著者 出版社

⑪- 1 盲導犬アンドリューの一日 松井 進／作 音訳サービスJ

⑪- 2 わかる!盲導犬のすべて 松井 進／作 音訳サービスJ

⑪- 3 Q&A盲導犬 松井 進／作 音訳サービスJ

⑪- 4 わかりやすくしてください Mencap／作 日本障害者リハビリテーション協会

⑪- 5 みんなちがってみんな一緒!障害者権利条約 日本障害者リハビリテーション協会

⑪- 6 わたしたちのできること 境 実香／朗読 日本障害者リハビリテーション協会

⑪- 7 ガイコクジンじゃないもん! さいとう みき／さく・え 日本障害者リハビリテーション協会

⑪- 8 児童の権利に関する条約 中村 芬／[朗読] 日本障害者リハビリテーション協会

【内容】死神／錦の袈裟

【内容】居残り佐平次

【内容】芝浜／金明竹

【内容】初天神／うどん屋

【内容】湯屋番／ろくろ首

【内容】天災／道具屋

【内容】大工調べ／高砂や

【内容】船徳／野ざらし

【内容】猿後家／時そば
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⑪- 9 かぜ　ふぅふぅ 吉祥 瑞枝／作・朗読 日本障害者リハビリテーション協会

⑪- 10 百人一首 河合 恵美子／朗読 日本障害者リハビリテーション協会

⑪- 11 蜘蛛の糸 芥川 竜之介／作 日本障害者リハビリテーション協会

⑪- 12 杜子春 芥川 竜之介／作 日本障害者リハビリテーション協会

⑪- 13 羅生門 芥川 竜之介／作 日本障害者リハビリテーション協会

⑪- 14 小さき者へ 有島 武郎／作 日本障害者リハビリテーション協会

⑪- 15 檸檬 梶井 基次郎／作 日本障害者リハビリテーション協会

⑪- 16 走れメロス 太宰 治／作 日本障害者リハビリテーション協会

⑪- 17 眉山 太宰 治／作 日本障害者リハビリテーション協会

⑪- 18 山月記 中島 敦／作 日本障害者リハビリテーション協会

⑪- 19 夢十夜 夏目 漱石／作 日本障害者リハビリテーション協会

⑪- 20 ごんぎつね 新美 南吉／作 日本障害者リハビリテーション協会

⑪- 21 手袋を買いに 新美 南吉／作 日本障害者リハビリテーション協会

⑪- 22 オツベルと象 宮沢 賢治／作 日本障害者リハビリテーション協会

⑪- 23 風の又三郎 宮沢 賢治／作 日本障害者リハビリテーション協会

⑪- 24 銀河鉄道の夜 宮沢 賢治／作 日本障害者リハビリテーション協会

⑪- 25 注文の多い料理店 宮沢 賢治／作 日本障害者リハビリテーション協会

⑪- 26 どんぐりと山猫 宮沢 賢治／作 日本障害者リハビリテーション協会

⑪- 27 よだかの星 宮沢 賢治／作 日本障害者リハビリテーション協会

⑪- 28 高瀬舟 森 鴎外／作 日本障害者リハビリテーション協会

⑪- 29 故郷 魯迅／作 日本障害者リハビリテーション協会

⑪- 30 アラジンとふしぎなランプ 菊池 寛／訳 日本障害者リハビリテーション協会

⑪- 31 アリ・ババと四十人のどろぼう 菊池 寛／訳 日本障害者リハビリテーション協会

⑪- 32 船乗りシンドバッド 菊池 寛／訳 日本障害者リハビリテーション協会

⑪- 33 フランダースの犬 ウィーダ／作 日本障害者リハビリテーション協会

⑪- 34 若草物語 ルイーザ・メイ・オルコット／作 日本障害者リハビリテーション協会

⑪- 35 耳無芳一の話 小泉 八雲／作 日本障害者リハビリテーション協会

⑪- 36 雪女 小泉 八雲／作 日本障害者リハビリテーション協会

⑪- 37 三匹の子ぶた ジョーセフ・ジェーコブス／作 日本障害者リハビリテーション協会

⑪- 38 賢者の贈りもの オー・ヘンリー／作 日本障害者リハビリテーション協会

⑪- 39 あかずきんちゃん グリム兄弟／作 日本障害者リハビリテーション協会

⑪- 40 白雪姫 グリム兄弟／[作] 日本障害者リハビリテーション協会

⑪- 41 ラプンツェル グリム兄弟／作 日本障害者リハビリテーション協会

⑪- 42 マッチ売りの少女 ハンス・クリスチャン・アンデルセン／作 日本障害者リハビリテーション協会

⑪- 43 おはよう　おやすみ 渡辺 順子／布絵本作者 日本障害者リハビリテーション協会

⑪- 44 およぎたいゆきだるま くぼ りえ／作・絵 日本障害者リハビリテーション協会

⑪- 45 ねずみのよめいり 木暮 正夫／文 日本障害者リハビリテーション協会

⑪- 46 バースデーケーキができたよ! くぼ りえ／作・絵 日本障害者リハビリテーション協会

⑪- 47 はなさかじい 渡辺 節子／文 日本障害者リハビリテーション協会

⑪- 48 ぼくの1にち 福山 恭子／ぶん 日本障害者リハビリテーション協会

⑪- 49 　※およぎたいゆきだるま くぼ りえ／作・絵 ひさかたチャイルド

⑪- 50 　※ねずみのよめいり 木暮 正夫／文 世界文化社

⑪- 51 　※はなさかじい 渡辺 節子／文 世界文化社
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⑪- 52 わいわい文庫　2013 伊藤忠記念財団 new

⑪- 53 わいわい文庫　2014 伊藤忠記念財団 new

⑪- 54 わいわい文庫　2015 伊藤忠記念財団 new

⑪- 55 わいわい文庫　2016 伊藤忠記念財団 new

⑪- 56 わいわい文庫　2017 伊藤忠記念財団 new

⑪- 57 わいわい文庫　2018 伊藤忠記念財団 new

※49・50・51は、それぞれ44・45・47の底本となった絵本です。DAISY図書ではありません。

○ パネルシアター ○

No. 書名 編著者 出版社

⑫- 1 防犯パネルシアター　いかのおすしが合言葉 月下 和恵／作 アイ企画

⑫- 2 食育パネルシアター　いわしのひらき 古宇田 亮順／監修 メイト

⑫- 3 蛍光ブラックシアター　おもちゃのチャチャチャ 月下 和恵／著 メイト

⑫- 4 食育カラーパネルシアター　き・あか・みどりで元気なからだ 月下 和恵／作 アイ企画

⑫- 5 ひなまつり　　（行事のパネルシアター） 関 稚子／著 メイト

⑫- 6 せつぶん　　（行事のパネルシアター） 月下 和恵／著 メイト

⑫- 7 十二支のおはなし　　（行事のパネルシアター） 日本幼年教育研究会／著 メイト

⑫- 8 たなばた　　（行事のパネルシアター） 日本幼年教育研究会／著 メイト

⑫- 9 こいのぼり　　（行事のパネルシアター） 古宇田 亮順／著 メイト

⑫- 10 くいしんぼおばけ号 秋田 桂子／脚本 アイ企画

⑫- 11 防災カラーパネルシアター　ぐらぐらゆれても、あわてない! 月下 和恵／作 アイ企画

⑫- 12 三びきのやぎとトロルのおはなし 藤田 佳子／構成 アイ企画

⑫- 13 10人のサンタ号 秋田 桂子／作 アイ企画

⑫- 14 スイミー レオ・レオニ／原作 学研教育みらい

⑫- 15 蛍光ブラックシアター　どこでねるの 月下 和恵／著 メイト

⑫- 16 にんじんだいこんごぼう号 荒木 文子／脚本 アイ企画

⑫- 17 はらぺこあおむし エリック・カール／原作 学研教育みらい

⑫- 18 メリークリスマス 森下 文江／絵 アイ企画

⑫- 19 桃太郎 勝山 睦美／絵 アイ企画

⑫- 20 野菜・くだものだーい好き! 古宇田 亮順／著 メイト

○ エプロンシアター ○

No. 書名 編著者 出版社

⑬- 1 あかずきん 中谷 真弓／著 メイト

⑬- 2 おおきなかぶ 中谷 真弓／著 メイト

⑬- 3 おむすびころりん 中谷 真弓／著 メイト

⑬- 4 カレーでおんど 中谷 真弓／著 メイト

⑬- 5 金のがちょう 中谷 真弓／著 メイト

⑬- 6 くいしんぼゴリラ 中谷 真弓／著 メイト

⑬- 7 グリーンマントのピーマンマン 中谷 真弓／著 メイト

【内容】くいしんぼおばけ／へんてこおしくらまんじゅう

【内容】10人のサンタ／うさぎとかめ

【内容】にんじんさん　だいこんさん　ごぼうさん／クイズ　これなあに?
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⑬- 8 げんきいっぱい健康エプロン 高野 陽／監修 メイト

⑬- 9 こぶとりじいさん 中谷 真弓／著 メイト

⑬- 10 3びきのやぎとトロル 中谷 真弓／著 メイト

⑬- 11 ぞうのはなはなぜながい 中谷 真弓／著 メイト

⑬- 12 とんでった麦わらぼうし 中谷 真弓／著 メイト

⑬- 13 花さかじいさん 中谷 真弓／著 メイト

⑬- 14 味覚を育てる食育エプロン 吉田 隆子／監修 メイト

⑬- 15 「はらぺこあおむし」しかけエプロンDX エリック・カール／原作 学研教育みらい

○布絵本○

書名 編著者 出版社

⑭- 1 いないいないばあ ふきのとう文庫／製作 ふきのとう文庫 大

⑭- 2 うみのともだち ふきのとう文庫／製作 ふきのとう文庫 小

⑭- 3 おいしいね! ふきのとう文庫／製作 ふきのとう文庫 小

⑭- 4 おかあさん ふきのとう文庫／製作 ふきのとう文庫 中

⑭- 5 おはな ふきのとう文庫／製作 ふきのとう文庫 小

⑭- 6 おむすびころりん ふきのとう文庫／製作 ふきのとう文庫 特

⑭- 7 おやつ ふきのとう文庫／製作 ふきのとう文庫 丸

⑭- 8 おやつはなあに? ふきのとう文庫／製作 ふきのとう文庫 小

⑭- 9 かくれんぼだあれ ふきのとう文庫／製作 ふきのとう文庫 特

⑭- 10 Greeting ふきのとう文庫／製作 ふきのとう文庫 中

⑭- 11 このいろなあに ふきのとう文庫／製作 ふきのとう文庫 中

⑭- 12 さかな ふきのとう文庫／製作 ふきのとう文庫 丸

⑭- 13 だれのうち? ふきのとう文庫／製作 ふきのとう文庫 中

⑭- 14 ちいさいおおきい ふきのとう文庫／製作 ふきのとう文庫 中

⑭- 15 ちえあそび ふきのとう文庫／製作 ふきのとう文庫 特

⑭- 16 ちょうちょう ふきのとう文庫／製作 ふきのとう文庫 特

⑭- 17 どうぶつ ふきのとう文庫／製作 ふきのとう文庫 丸

⑭- 18 どうぶつだいすき ふきのとう文庫／製作 ふきのとう文庫 小

⑭- 19 どうぶつとなかよし ふきのとう文庫／製作 ふきのとう文庫 小

⑭- 20 とり ふきのとう文庫／製作 ふきのとう文庫 小

⑭- 21 とりのなかま ふきのとう文庫／製作 ふきのとう文庫 小

⑭- 22 ドレミのうた ふきのとう文庫／製作 ふきのとう文庫 大

⑭- 23 どんぐりころころ ふきのとう文庫／製作 ふきのとう文庫 特

⑭- 24 ななつのこ ふきのとう文庫／製作 ふきのとう文庫 特

⑭- 25 のりたいな ふきのとう文庫／製作 ふきのとう文庫 小

⑭- 26 のりもの ふきのとう文庫／製作 ふきのとう文庫 丸

⑭- 27 ひよこひよこ ふきのとう文庫／製作 ふきのとう文庫 大

⑭- 28 My Book ふきのとう文庫／製作 ふきのとう文庫 中

⑭- 29 まる ふきのとう文庫／製作 ふきのとう文庫 中

⑭- 30 みにくいあひるのこ ふきのとう文庫／製作 ふきのとう文庫 特

⑭- 31 むし ふきのとう文庫／製作 ふきのとう文庫 丸

⑭- 32 わっ! ふきのとう文庫／製作 ふきのとう文庫 丸

No.

- 20 -



⑭- 33 手づくり布の絵本　No.3　　ひよこひよこ ふきのとう文庫

⑭- 34 手づくり布の絵本　No.8　　ななつのこ ふきのとう文庫

⑭- 35 手づくり布の絵本　No.11　　かくれんぼだあれ ふきのとう文庫

⑭- 36 手づくり布の絵本　No.12　　My Book／このいろなあに ふきのとう文庫

⑭- 37 手づくり布の絵本　No.13　　のりもの／だれのうち? ふきのとう文庫

⑭- 38 手づくり布の絵本　No.14　　おやつ／Greeting ふきのとう文庫

⑭- 39 手づくり布の絵本　No.15　　どうぶつ／おかあさん ふきのとう文庫

⑭- 40 手づくり布の絵本　No.16　　まる／むし ふきのとう文庫

⑭- 41 手づくり布の絵本　No.17　　ちいさいおおきい／さかな ふきのとう文庫

⑭- 42 手づくり布の絵本　No.18　　いないいないばあ／わっ! ふきのとう文庫

※布絵本のサイズは、「丸」が18×19cmの円形、「小」が15×16cm、「中」が23×23cm、

 「大」が26×36cm、「特」が28cm×40cmです。

※33～42は、布絵本のつくり方が書かれたテキストです。

【特別貸出用機器】

●DAISY再生用機器「プレクストークPTN2」

　島根県立図書館（本館）に２台、西部読書普及センターに１台所蔵しています。
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