
佐賀県立図書館　【マルチメディアデイジー図書一覧】 R3.6.20現在

№
一般
貸出

資料名 件数

1 - わいわい文庫
～2012 Ver.1～

17 ①えほん あいうえおにぎり（９分） ②おおきなかぶ（７分） ③おおきなかぶ（紙芝居風）（６分）

④かわいいおやこ（４分） ⑤くださいな（８分） ⑥くださいな（紙芝居風）（８分）

⑦ごくまちゃんおはよう（１０分） ⑧１１ぴきのねこ（１４分） ⑨１１ぴきのねこ（紙芝居風）（１１分）

⑩しんかんせん（５分） ⑪ノンタン にんにん にこにこ（８分） ⑫はたらくくるま（４分）

⑬やさいだいすき（７分） ⑭わにさんどきっ はいしゃさんどきっ（８分） ⑮わにさんどきっ はいしゃさんどきっ（紙芝居風）
（８分）

⑯やおやさん（３分） ⑰やおやでおかいもの（４分）

2 - わいわい文庫
～2012 Ver.2～

12 ①アナンシの帽子ふりおどり（１４分） ②チモとかしこいおひめさま（１６分） ③なまくらトック（１８分）

④なら梨とり（１１分） ⑤ホットケーキ（１７分） ⑥おばけ屋のおばけかぶ（２４分）

⑦シップ船長といるかのイットちゃん（２６分） ⑧空色バレリーナ（２時間３８分） ⑨ハナさんのおきゃくさま（２時間４７分）

⑩みけねこレストラン（４３分） ⑪森おばけ（２時間３４分） ⑫ゆうびんやさんとドロップりゅう（４６分）

3 - わいわい文庫
～2012 Ver.3～

9 ①口で歩く（１時間８分） ②シノダ！魔物の森のふしぎな夜（６時間９分） ③ひまへまごろあわせ（３７分）

④星と星座の伝説 夏（１時間５１分） ⑤はなさかじい、甲賀三郎（日本の昔話）（１７分） ⑥猿婿（日本の昔話）（１６分）

⑦木魂の嫁入り（日本の昔話）（１２分） ⑧浦島太郎（日本の昔話）（１３分） ⑨山寺の化けもの（日本の昔話）（１３分）

4 可 わいわい文庫
～2013 Ver.1～

19 ①おとうさんはウルトラマン（１４分） ②おとうさんはウルトラマン（紙芝居風）（１４分） ③かぞえうたのほん（１３分）

④１１ぴきのねことあほうどり（１２分） ⑤１１ぴきのねことあほうどり（紙芝居風）（１１分） ⑥１１ぴきのねこふくろのなか（１４分）

⑦１１ぴきのねこふくろのなか（紙芝居風）（１２分） ⑧しょうぼうじどうしゃ じぶた（１４分） ⑨しょうぼうじどうしゃ じぶた（紙芝居風）（１４分）

⑩そらまめくんとながいながいまめ（１５分） ⑪ねずみくんとらくんのおあついあついあつい（１６
分）

⑫はじめてのキャンプ（２６分）

⑬はらぺこあおむし（滑らか読み）（８分） ⑭はらぺこあおむし（わかち読み）（９分） ⑮へスターとまじょ（１１分）

⑯ぼくのぼうけん（１２分） ⑰まるちゃんみっけ！（７分） ⑱りくちゃんのいちごジャム（１９分）

⑲わたしのワンピース（６分）

5 - わいわい文庫
～2013 Ver.2～

13 ①いきもの超ひゃっか① どうぶつ（３７分） ②いきもの超ひゃっか② いぬ（４８分） ③いきもの超ひゃっか③ ねこ（２８分）

④あたらしい関西のでんしゃずかん（２４分） ⑤新・東京のでんしゃずかん（２６分） ⑥王さまと九人のきょうだい（中国の民話）（２４分）

⑦大どろぼうはおかしなサンドイッチやさん（４０
分）

⑧おばけ屋のおばけすいか（２４分） ⑨長ぐつをはいたネコ（２０分）

⑩天福 地福（日本の昔話）（９分） ⑪こねこのタケシ 南極大ぼうけん（２９分） ⑫へんてこもりにいこうよ（２９分）

⑬もりのなか（１４分）

6 - わいわい文庫
～2013 Ver.3～

5 ①北の動物園できいた１２のお話 旭山動物園物
語（４時間１１分）

②ひろしまのピカ（２８分） ③マザーツリー（４２分）

④魔女の宅急便（６時間５２分） ⑤未来をつくる君たちへ（１時間４９分）

7 可 わいわい文庫
～2013 Ver.BLUE～

21 ①いっすんぼうし（日本の昔話）（１５分） ②いっすんぼうし（紙芝居風）（日本の昔話）（１６
分）

③いっすんぼうし 短縮版（日本の昔話）（８分）

④いっすんぼうし 短縮版（紙芝居風）（日本の昔
話）（８分）

⑤うらしまたろう（日本の昔話）（１７分） ⑥うらしまたろう（紙芝居風）（日本の昔話）（１６分）

⑦うらしまたろう 短縮版（日本の昔話）（８分） ⑧うらしまたろう 短縮版（紙芝居風）（日本の昔話）
（８分）

⑨はなさかじい（日本の昔話）（１７分）

⑩はなさかじい（紙芝居風）（日本の昔話）（１７分） ⑪はなさかじい 短縮版（日本の昔話）（８分） ⑫はなさかじい 短縮版（紙芝居風）（日本の昔話）
（８分）

⑬声が美しい鳥が多い山野の夏鳥（１５分） ⑭身近に見られる鳥（２３分） ⑮古都 京都の旅（１９分）

⑯おすもうのいろは（５分） ⑰大相撲の力士になろう（７分） ⑱力士のまいにち（８分）

⑲大相撲用語のひみつ（５分） ⑳たくさんあるよ おすもうあそび（８分） ㉑ケーキ・ケーキ・ケーキ（９分）

8 - わいわい文庫
～2014 Ver.1～

17 ①おこだでませんように（１９分） ②おこだでませんように（紙芝居風）（１８分） ③恐竜トリケラトプスとウミガメのしま（１４分）

④こぐまちゃんとどうぶつえん（９分） ⑤コッケモーモー！（１１分） ⑥コッケモーモー！（紙芝居風）（１０分）

⑦１１ぴきのねことぶた（１０分） ⑧１１ぴきのねことぶた（紙芝居風）（１０分） ⑨１１ぴきのねことへんなねこ（１７分）

⑩１１ぴきのねことへんなねこ（紙芝居風）（１４分） ⑪新版かぶとむし かぶとむしの一生（１６分） ⑫とべバッタ（９分）

⑬ノンタン じどうしゃ ぶっぶー（６分） ⑭ぶたたぬききつねねこ（４分） ⑮まちではたらくじどうしゃ（１５分）

⑯リーリーとシンシン ポケットえほん（１２分） ⑰おむすびころりん（日本むかし話）（１７分）

9 - わいわい文庫
～2014 Ver.2～

11 ①銀のうでわ（中国の民話）（２９分） ②てくとこ ずんずん（１６分） ③なぞなぞのすきな女の子（４０分）

④なぞなぞのみせ（２８分） ⑤ななみちゃんとつくろう はじめてのりょうり（１時
間２１分）

⑥ななみちゃんの漢字えほん（３２分）

⑦もりのへなそうる（２時間１６分） ⑧スズメとカラス（バングラデシュの昔話）（１１分） ⑨たにし長者（日本の昔話）（１５分）

⑩ラプンツェル（グリム昔話）（１８分） ⑪地球へのピクニック（５９分）

10 - わいわい文庫
～2014 Ver.3～

3 ①アラスカ光と風（６時間４０分） ②動物と向きあって生きる（５時間３９分） ③ふるさとは、夏（１０時間１０分）

11 可 わいわい文庫
～2014 Ver.BLUE～

24 ①イカロス君の大航海（１時間３０分） ②ホシオくん 天文台にゆく（１７分） ③かぐやひめ（日本の昔話）（１７分）

④かぐやひめ（紙芝居風）（日本の昔話）（１２分） ⑤かぐやひめ 短縮版（日本の昔話）（７分） ⑥かぐやひめ 短縮版（紙芝居風（日本の昔話））
（６分）

⑦かさじぞう（日本の昔話）（９分） ⑧かさじぞう（紙芝居風）（日本の昔話）（９分） ⑨かさじぞう 短縮版（日本の昔話）（６分）

⑩かさじぞう 短縮版（紙芝居風）（日本の昔話）（６
分）

⑪さるかに（日本の昔話）（１０分） ⑫さるかに（紙芝居風）（日本の昔話）（１０分）

⑬さるかに 短縮版（日本の昔話）（７分） ⑭さるかに 短縮版（紙芝居風）（日本の昔話）（７
分）

⑮身近な水辺で見られる冬の水鳥（１７分）

⑯海の中をのぞいてみよう（１４分） ⑰国会議事堂のはじまり（６分） ⑱国会のしくみ（７分）

⑲国会ってなにをするの（７分） ⑳国会 名所めぐり（９分） ㉑国会よもやまばなし（８分）

㉒山を歩く（８分） ㉓タカとハルの江ノ島のたび（１７分） ㉔パパンがパン（５分）

作　　品　　名



佐賀県立図書館　【マルチメディアデイジー図書一覧】 R3.6.20現在

№
一般
貸出

資料名 件数 作　　品　　名

12 - わいわい文庫
～2015 Ver.1～

19 ①おばけのバーバパパ（９分） ②ぐりとぐら（１３分） ③ぐりとぐら（紙芝居風）（１１分）

④じごくのそうべい（１６分） ⑤じごくのそうべい（紙芝居風）（１４分） ⑥しゃくしゃくけむしくん（１７分）

⑦１１ぴきのねこ どろんこ（１５分） ⑧１１ぴきのねこ どろんこ（紙芝居風）（１４分） ⑨十二支のしんねんかい（１２分）

⑩しりとりあそび しろとくろ（９分） ⑪すてきな三にんぐみ（１３分） ⑫ちいさいおうち（２５分）

⑬どうぶつのおかあさん（５分） ⑭のはらのひなまつり（２２分） ⑮ばばばあちゃんのアイス・パーティー（１４分）

⑯ピン・ポン・バス（１２分） ⑰ぺったん！サンドイッチ（７分） ⑱みっつのねがいごと（１４分）

⑲みっつのねがいごと（紙芝居風）（１４分）

13 - わいわい文庫
～2015 Ver.2～

10 ①犬になった王子（チベットの民話）（３０分） ②海をわたった折り鶴（３６分） ③大きな運転席図鑑（１時間１２分）

④王子の夢（セルビアの昔話）（２３分） ⑤三人ばか（イギリスの昔話）（１８分） ⑥図解 東京スカイツリーのしくみ（１時間１６分）

⑦ななみちゃんとつくろう はじめてのおかし（１時
間２９分）

⑧はじめての古事記（日本の神話）（１時間５９分） ⑨ふらいぱんじいさん（３１分）

⑩わかったさんのクッキー（４７分）

14 - わいわい文庫
～2015 Ver.3～

7 ①漢字のかんじ（３１分） ②ねこの詩（４２分） ③グレートジャーニー探検記（２時間８分）

④まいごになった子どものクジラ（１８分） ⑤夏のサイン（２時間３２分） ⑥六月のリレー（２時間１１分）

⑦ニングルの森（１時間５３分）

15 可 わいわい文庫
～2015 Ver.BLUE～

25 ①因幡の白うさぎ（６分） ②海の中をのぞいてみよう２（８分） ③ど-こだ!!（８分）

④東京モノレールのこれまでこれから（１０分） ⑤東京モノレール車両ラインアップ（１０分） ⑥安全安心を支える昭和島総合センター（７分）

⑦大空へのさんぽ道（９分） ⑧むかしばなしの鳥たち（１８分） ⑨つるのよめさま（日本の昔話）（１５分）

⑩つるのよめさま（紙芝居風）（日本の昔話）（１２
分）

⑪つるのよめさま 短縮版（日本の昔話）（８分） ⑫つるのよめさま 短縮版（紙芝居風）（日本の昔
話）（７分）

⑬ももたろう（日本の昔話）（１２分） ⑭ももたろう（紙芝居風）（日本の昔話）（１３分） ⑮ももたろう 短縮版（日本の昔話）（８分）

⑯ももたろう 短縮版（紙芝居風）（日本の昔話）（７
分）

⑰わらしべちょうじゃ（日本の昔話）（１２分） ⑱わらしべちょうじゃ（紙芝居風）（日本の昔話）（１
１分）

⑲わらしべちょうじゃ 短縮版（日本の昔話）（８分） ⑳わらしべちょうじゃ 短縮版（紙芝居風）（日本の
昔話）（７分）

㉑キャンプでカレーライスを作ろう　基本編（７分）

㉒キャンプでカレーライスを作ろう　火起こし編（５
分）

㉓キャンプでカレーライスを作ろう　はんごう編（３
分）

㉔キャンプでカレーライスを作ろう　カレーライス編
（４分）

㉕ことこと ことこと（３分）

16 - わいわい文庫
～2016 Ver.1～

24 ①あのほし なんのほし（１１分） ②かお かお どんなかお（５分） ③けんかしちゃった！（１４分）

④コロッケです。（８分） ⑤コロッケです。（紙芝居風）（７分） ⑥こんたのおつかい（９分）

⑦こんたのおつかい（紙芝居風）（８分） ⑧ちゃんとたべなさい（１３分） ⑨ちゃんとたべなさい（紙芝居風）（１０分）

⑩ともだちや（１５分） ⑪ともだちや（紙芝居風）（１２分） ⑫どんぐりむらの ぼうしやさん（１５分）

⑬ばけものづかい（９分） ⑭ばけものづかい（紙芝居風）（７分） ⑮はじめてのおつかい（１３分）

⑯へんしんオバケ（１０分） ⑰へんしんオバケ（紙芝居風）（９分） ⑱ぼちぼち いこか（７分）

⑲みんなうんち（５分） ⑳もっちゃう もっちゃう もう もっちゃう（１５分） ㉑もっちゃう もっちゃう もう もっちゃう（紙芝居風）
（１２分）

㉒よかったね ネッドくん（１３分） ㉓わすれられない おくりもの（１５分） ㉔わにが わになる(５分）

17 - わいわい文庫
～2016 Ver.2～

15 ①いきのびる魔法（１８分） ②石の巨人（２２分） ③かあさん ふくろう（１８分）

④吉四六さん（５４分） ⑤吉四六さん（劇団版）（５５分） ⑥巨人グミヤーと太陽と月（中国の昔話）（１８分）

⑦こまったさんのスパゲティ（３２分） ⑧こんや、妖怪がやってくる（中国の昔話）（１６分） ⑨スーホの白い馬（モンゴル民話）（２０分）

⑩たんぽぽ（１３分） ⑪父さんは地球儀の上にいる（２時間３５分） ⑫ポリーとはらぺこオオカミ（１時間４３分）

⑬マメジカ カンチルが 穴に落ちる話（インドネシア
の昔話）（１２分）

⑭まめたろう（イランの昔話）（１６分） ⑮リンゴのたび（２９分）

18 - わいわい文庫
～2016 Ver.3～

7 ①絵本 ひめゆり（２０分） ②エルトゥールル号の遭難（１時間３９分） ③せかいでいちばん大きなかがみ（５４分）

④はたけの詩（２１分） ⑤舟をつくる（４８分） ⑥みんなを守るいのちの授業（２時間３４分）

⑦夢の動物園（６時間３６分）

19 可 わいわい文庫
～2016 Ver.BLUE～

20 ①おとわ観音由来　標準語テキスト版（日本昔話
の旅）（７分）

②おとわ観音由来　方言テキスト版（日本昔話の
旅）（７分）

③かみながひめ（日本昔話の旅）（５分）

④おさつのなげた大石（日本昔話の旅）（５分） ⑤ももたろう　標準語テキスト版（日本昔話の旅）
（９分）

⑥ももたろう　方言テキスト版（日本昔話の旅）（９
分）

⑦てんぐのかくれみの　標準語テキスト版（日本昔
話の旅）（１２分）

⑧てんぐのかくれみの　　方言テキスト版（日本昔
話の旅）（１２分）

⑨山とばしにあったポロモイ（日本昔話の旅）（６
分）

⑩竜女 おすわ　標準語テキスト版（日本昔話の
旅）（１１分）

⑪竜女 おすわ　方言テキスト版（日本昔話の旅）
（１１分）

⑫わらしべ長者（日本昔話の旅）（１５分）

⑬えつとぼうさま（日本昔話の旅）（１１分） ⑭宇宙環境利用ガイドブック（１時間４分） ⑮海の中をのぞいてみよう３（９分）

⑯Zip＆Candy ジップ＆キャンディ（３１分） ⑰動物園に行こう！（３３分） ⑱どうぶつレストラン（７分）

⑲どれを食べたかな（４分） ⑳ことわざになった野鳥（１９分）

20 - わいわい文庫
～2017 Ver.1～

23 ①あいうえおのえほん（１９分） ②うしろにいるのだあれ（７分） ③うしろにいるのだあれ（紙芝居風）（７分）

④おにぎりくん（４分） ⑤おやすみゴリラくん（６分） ⑥がたん ごとん がたん ごとん（３分）

⑦がたん ごとん がたん ごとん ざぶん ざぶん（４
分）

⑧カニ ツンツン（１４分） ⑨かみさまからのおくりもの（９分）

⑩ぎゅっ（４分） ⑪こうえんのパックンおばけちゃん（１２分） ⑫さよなら さんかく（６分）

⑬ダンゴムシのコロリンコくん（１９分） ⑭ちいさなきしゃとおおきなおきゃくさん（１８分） ⑮チキチキチキチキいそいでいそいで（１４分）

⑯チキチキチキチキいそいでいそいで（紙芝居風）
（１１分）

⑰ねえ、どれが いい？（１１分） ⑱ノンタン おはよう（５分）

⑲ノンタン はみがき はーみー（５分） ⑳へんしんトンネル（９分） ㉑魔女のえほん１（９分）

㉒魔女のえほん１（紙芝居風）（１２分） ㉓やじるし（７分）



佐賀県立図書館　【マルチメディアデイジー図書一覧】 R3.6.20現在

№
一般
貸出

資料名 件数 作　　品　　名

21 - わいわい文庫
～2017 Ver.2～

11 ①大きな運転席図鑑ぷらす 運転手はきみだ！（１
時間１５分）

②はしれ！ ぐるぐる やまのてせん（２６分） ③ひこうきや うちゅう船（１時間５分）

④サツマイモ（３３分） ⑤メダカ（４１分） ⑥一休さん（１時間）

⑦怪談オウマガドキ学園（１時間５８分） ⑧天女の里がえり（２２分） ⑨ぼくんち豆腐屋（２時間１３分）

⑩オオカミと七ひきの子ヤギ（１８分） ⑪三まいの鳥の羽（１９分）

22 - わいわい文庫
～2017 Ver.3-1～

11 ①キャシーのぼうし（１９分） ②空とぶ船と世界一のばか（３８分） ③注文の多い料理店（２９分）

④図書館に児童室ができた日（３６分） ⑤ひとりぼっちのかいぶつと いしのうさぎ（１４分） ⑥名馬キャリコ（３０分）

⑦セミたちの夏（２１分） ⑧地球のてっぺんに立つ！ エベレスト（３７分） ⑨あんずの木の下で（２時間２７分）

⑩火曜日のごちそうは ヒキガエル（１時間３３分） ⑪親子でわかる！ ニッポンの大問題（６時間１４
分）

23 - わいわい文庫
～2017 Ver.3-2～

1 ①精霊の守り人（７時間１０分）

24 可 わいわい文庫
～2017 Ver.BLUE～

20 ①小倉百人一首（２時間１７分） ②道後温泉の鷺石と玉の石　標準語テキスト版
（日本昔話の旅）（６分）

③道後温泉の鷲石と玉の石　方言テキスト版（日
本昔話の旅）（６分）

④紙芝居 青木藤太郎　方言テキスト版（日本昔話
の旅）（８分）

⑤見沼のふえ　標準語テキスト版（日本昔話の旅）
（１７分）

⑥ハチの恩がえし　標準語テキスト版（日本昔話
の旅）（８分）

⑦ハチの恩がえし　方言テキスト版（日本昔話の
旅）（８分）

⑧クスクェーのおはなし　　標準語テキスト版（日本
昔話の旅）（５分）

⑨クスクェーのおはなし　　沖縄語テキスト版（日本
昔話の旅）（５分）

⑩鬼の千里靴　標準語テキスト版（日本昔話の
旅）（１０分）

⑪鬼の千里靴　方言テキスト版（日本昔話の旅）
（１０分）

⑫額田のたっさい　標準語テキスト版（日本昔話の
旅）（９分）

⑬額田のたっさい　方言テキスト版（日本昔話の
旅）（９分）

⑭又吾とえんこう　方言テキスト版（日本昔話の
旅）（１０分）

⑮まぁだまだわからん　方言テキスト版（日本昔話
の旅）（７分）

⑯養老の泉　方言テキスト版（日本昔話の旅）（９
分）

⑰地球観測ガイドブック（５４分） ⑱月・惑星探査ガイドブック（１時間２６分）

⑲海の中をのぞいてみよう ４（１２分） ⑳おにぎり　おむすび（５分）

25 - わいわい文庫
～2018 Ver.1～

24 ①あたしもびょうきに なりたいな！（９分） ②アルファベット絵本（１時間２５分） ③おいしい おと なあに？（４分）

④おへんじください。（１１分） ⑤おへんじください。（紙芝居風）（１１分） ⑥かえるが みえる（４分）

⑦かさぶたって どんなぶた（紙芝居風）（３６分） ⑧くっついた（５分） ⑨くれよんの くろくん（わかち読み）（１２分）

⑩くれよんの くろくん（紙芝居風）（１０分） ⑪ちいさなねこ（９分） ⑫でんしゃ（わかち読み）（５分）

⑬でんしゃ（紙芝居風）（５分） ⑭とんとんとん（６分） ⑮とんとんとん（紙芝居風）（６分）

⑯どんぶら どんぶら 七福神（９分） ⑰二ひきのこぐま（１５分） ⑱のろまなローラー（１２分）

⑲ノンタン おやすみなさい（７分） ⑳ぼくのきんぎょをやつらがねらう！（７分） ㉑ぼくのきんぎょをやつらがねらう！（紙芝居風）
（７分）

㉒みいつけた（３分） ㉓ゆきのひ（１０分） ㉔れんけつガッチャン（５分）

26 - わいわい文庫
～2018 Ver.2～

15 ①きかんしゃ やえもん（１７分） ②クッキーのおうさま（２６分） ③ごきげんなすてご（２９分）

④こねこのチョコレート（１９分） ⑤ハリネズミと金貨（２０分） ⑥ひとまねこざるときいろいぼうし（１６分）

⑦ロバのシルベスターとまほうの小石（２９分） ⑧かしこいモリー（１７分） ⑨ルンペルシュティルツヘン（１５分）

⑩どうしてかぜをひくの？ インフルエンザになる
の？（２６分）

⑪しんかんせん いま・むかし（５９分） ⑫たのしいなサファリバス（４１分）

⑬ダンゴムシ（３４分） ⑭みつけた！ びっくり虫（５０分） ⑮ミニトマト（３２分）

27 - わいわい文庫
～2018 Ver.3～

14 ①いくぞ！ カレーたんけん隊（１時間３３分） ②おじいちゃんは水のにおいがした（４１分） ③せいめいのれきし 改訂版（１時間１１分）

④ただいまお仕事中（２時間１９分） ⑤庭のマロニエ（２０分） ⑥プーさんとであった日（２６分）

⑦野原くん（１時間８分） ⑧はる なつ あき ふゆ もうひとつ（１３分） ⑨わたし（１６分）

⑩オオカミ王 ロボ（３時間４４分） ⑪桜石探検隊（２時間２０分） ⑫１０分で読める リーダー・英雄になった人の伝記
（２時間５７分）

⑬武器より一冊の本をください（３時間４６分） ⑭広島平和記念資料館 学習ハンドブック（５５分）

28 可 わいわい文庫
～2018 Ver.BLUE～

21 ①炭焼き小五郎と玉津姫　標準語テキスト版（日
本昔話の旅）（９分）

②炭焼き小五郎と玉津姫　方言テキスト版（日本
昔話の旅）（９分）

③みいでらのかね　方言テキスト版（日本昔話の
旅）（１１分）

④かものひっこし　標準語テキスト版（日本昔話の
旅）（１１分）

⑤みるなのくら　標準語テキスト版（日本昔話の
旅）（１０分）

⑥みるなのくら　方言テキスト版（日本昔話の旅）
（１０分）

⑦鹿児島　方言テキスト版（日本昔話の旅）（７分） ⑧海幸彦と山幸彦　標準語テキスト版（日本昔話
の旅）（７分）

⑨かしき長者　標準語テキスト版（日本昔話の旅）
（７分）

⑩コブ取り爺い　方言テキスト版（日本昔話の旅）
（４分）

⑪かせぎめ　方言テキスト版（日本昔話の旅）（７
分）

⑫ねずみのすもうとり　標準語テキスト版（日本昔
話の旅）（６分）

⑬ねずみのすもうとり　方言テキスト版（日本昔話
の旅）（６分）

⑭宇津ノ谷峠の十団子　方言テキスト版（日本昔
話の旅）（１８分）

⑮海の中をのぞいてみよう５　（１２分）

⑯地震を知ろう（２８分） ⑰パラリンピックかんたん！ガイド 夏季大会編（３
７分）

⑱パラリンピックかんたん！ガイド 冬季大会編（２
７分）

⑲ロケットガイドブック（１時間２５分） ⑳てんてん！（５分） ㉑まさか！（９分）

29 - わいわい文庫
～2019 Ver.1～

30 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（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）

⑫１４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（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（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（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）

㉕ノンタンもぐ もぐ もぐ（５分） 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）



佐賀県立図書館　【マルチメディアデイジー図書一覧】 R3.6.20現在

№
一般
貸出

資料名 件数 作　　品　　名

30 - わいわい文庫
～2019 Ver.2～

16 ①アサガオ（３６分） ②カブトムシがいきる森（２４分） ③からだに もしもし（２０分）

④恐竜研究室 １恐竜のくらしをさぐる（１時間１９
分）

⑤皇帝にもらった花のたね（１５分） ⑥コオロギ（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（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）

31 - わいわい文庫
～2019 Ver.3～

13 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（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）

⑦１０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（４６分） 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 ①俳句のきまりと歴史
（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）

32 可 わいわい文庫
～2019 Ver.BLUE～

24 ①雨を降らせた竜　標準語版（日本昔話の旅）（８
分）

②雨を降らせた竜　方言版（日本昔話の旅）（９分） ③宇治の橋姫さん　方言版（日本昔話の旅）（８
分）

④力蔵さん　方言版（日本昔話の旅）（５分） ⑤てじろのさる　方言版（日本昔話の旅）（８分） ⑥三本の櫛の歯　方言版（日本昔話の旅）（１１分）

⑦稲生武太夫物の怪物語　標準語版（日本昔話
の旅）（１３分）

⑧あぶねぇ、あぶねぇ　方言版（日本昔話の旅）（９
分）

⑨おばあさんの石臼　標準語版（日本昔話の旅）
（４分）

⑩おばあさんの石臼　方言版（日本昔話の旅）（４
分）

⑪おじいさんとふしぎな光　方言版（日本昔話の
旅）（１０分）

⑫てんまのとらやん　方言版（日本昔話の旅）（８
分）

⑬そうめん地蔵　標準語版（日本昔話の旅）（９分） ⑭そうめん地蔵　方言版（日本昔話の旅）（１０分） ⑮ねこじた　標準語版（日本昔話の旅）（５分）

⑯キンキラキンのキン　方言版（日本昔話の旅）
（８分）

⑰田沢の辰子　方言版（日本昔話の旅）（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（２
９分）

⑳かんたん！ シッティングバレーボールガイド（１
８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（１時間２４分） ㉔まさか！２ な～んだ（３分）

33 - わいわい文庫
～2020 Ver.1～

32 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 ( 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）

34 - わいわい文庫
～2020 Ver.2～

13 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　なまえしらべずかん せんせい！
これなあに？ 4　（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）

35 - わいわい文庫
～2020 Ver.3～

24 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） ⑪10 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）

36 可 わいわい文庫
～2020 Ver.BLUE～

22 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 ～南の海で赤ちゃん
さがし～（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）

佐賀県立図書館が所蔵している「マルチメディアデイジー図書（ＣＤ－ＲＯＭ）」は、公益財団法人伊藤忠記念財団で制作され、当財団から寄贈されたものです。

「一般貸出」の欄で「可」とあるのは、障害の有無に関わらず、どなたでもご利用いただける図書のことです。

№１９の図書の一部は、「日本昔話の旅」シリーズで、国内各地に伝わる昔話を収録されたものです。

なお、「おとわ観音由来」は佐賀県の昔話で、方言テキスト版では佐賀の方言が使われています。


