
わいわい文庫　 20-V3

書名 対象年齢 再生時間(分） 収納場所

ガリヴァー旅行記　 ☆☆☆☆ 8'17 20-V3

心の森　 ☆☆☆☆ 2'12 20-V3

さかさ町　 ☆☆☆ 1'24 20-V3

弱小ＦＣのきせき　幽霊王とキツネの大作戦 ☆☆☆ 1'14 20-V3

世界でいちばん やかましい音　 ☆☆☆ 20 20-V3

びっくりたね たんじょうびのプレゼント　 ☆☆☆ 38 20-V3

ホレおばさん (愛蔵版おはなしのろうそく8) ☆☆ 14 20-V3

10分で読める 命と平和につくした人の伝記　 ☆☆☆ 2'37 20-V3

てんじんさま ☆☆☆ 21 20-V3

鳥に魅せられた少年　鳥類研究家オーデュボンの物語 ☆☆☆☆ 40 20-V3

おさらをあらわなかったおじさん　 ☆☆ 11 20-V3

チムとゆうかんなせんちょうさん　 ☆☆ 25 20-V3

へなちょこ 　 ☆☆☆ 14 20-V3

対象年齢：

☆ :幼児～低学年

☆☆ :低学年～中学年

☆☆☆ :中学年～高学年

☆☆☆☆ :高学年以上



わいわい文庫　 20-V2

書名 対象年齢 再生時間(分） 収納場所

石の中のうずまき アンモナイト　 ☆☆☆ 22 20-V2

海をわたるツル　 ☆☆☆ 28 20-V2

カマキリの生きかた ☆☆ 19 20-V2

恐竜と歩こう！ ☆☆☆ 1'10 20-V2

ザリガニ ☆☆ 38 20-V2

そうだったのか！ しゅんかん図鑑　 ☆☆☆ 29 20-V2

てあしくちびょうや ようれんきんって どんなびょうき？ ☆☆ 27 20-V2

でんしゃの顔　 ☆☆ 27 20-V2

野原の葉っぱ ☆☆ 1'37 20-V2

はしれまちの電車　 ☆☆☆ 1'00 20-V2

富士山大ばくはつ ☆☆☆☆ 1'24 20-V2

ヒマワリ ☆☆ 33 20-V2

むしばくん だいすき？ ☆ 20 20-V2

対象年齢：

☆ :幼児～低学年

☆☆ :低学年～中学年

☆☆☆ :中学年～高学年

☆☆☆☆ :高学年以上



わいわい文庫　 20-V1

書名 対象年齢 再生時間(分） 収納場所

あおい ちきゅうの いちにち ジャングル ☆ 10 20-V1

あおい ちきゅうの いちにち なんきょく　 ☆ 9 20-V1

あおいともだち　 ☆ 6 20-V1

いつもいっしょに　 ☆ 10 20-V1

ウルスリのすず　 ☆☆ 20 20-V1

かさどろぼう　 ☆☆ 17 20-V1

カブトくん　 ☆ 11 20-V1

きょうりゅう きょうりゅう　 ☆ 6 20-V1

こぐまちゃんのうんてんしゅ　 ☆ 7 20-V1

こぶたたんぽぽぽけっととんぼ　 ☆ 4 20-V1

じゃあじゃあ びりびり　 ☆ 4 20-V1

せいぎのみかた ドラフラ星人の巻　 ☆☆ 15 20-V1

せいぎのみかた ドラフラ星人の巻　 ☆☆ 16 20-V1

手ぶくろを買いに　 ☆☆☆ 17 20-V1

どっかん だいこん ☆ 13 20-V1

どろぼうがっこう ぜんいんだつごく　かこさとし おはなしのほん ☆☆ 20 20-V1

どろんこハリー　 ☆ 9 20-V1

なんでも ふたつ　 ☆☆ 14 20-V1

なんでも ふたつ　 ☆☆ 14 20-V1

ねこは まいにち いそがしい　 ☆ 9 20-V1

バスにのって　 ☆ 6 20-V1

へっこ ぷっと たれた ☆ 7 20-V1

へんしんトイレ　 ☆ 9 20-V1

ボールのまじゅつし ウィリー　 ☆☆ 12 20-V1

ほしを さがしに　 ☆☆ 8 20-V1

ぽつぽつぽつ だいじょうぶ？　 ☆ 5 20-V1

まて まて まて　わらべうたえほん ☆ 6 20-V1

まて まて まて　わらべうたえほん ☆ 6 20-V1

ミラクル ゴール！　 ☆☆☆ 7 20-V1

ムニャムニャゆきのバス　 ☆ 7 20-V1

もけら もけら　 ☆ 7 20-V1

よーいどん！　ピーマン村の絵本たち ☆ 7 20-V1

対象年齢：

☆ :幼児～低学年

☆☆ :低学年～中学年

☆☆☆ :中学年～高学年

☆☆☆☆ :高学年以上



わいわい文庫　 19-V1

書名 対象年齢 再生時間(分） 収納場所

だいくとおにろく　日本の昔話 ☆ 11 19-V1

三びきのやぎのがらがらどん　ノルウェーの昔話 ☆ 12 19-V1

あかい ろうそく ☆ 12 19-V1

アストンの石 ☆☆ 12 19-V1

おやすみなさい おつきさま ☆ 6 19-V1

おやすみなさいの おと ☆ 8 19-V1

くらやみの ゾウ　ペルシャのふるい詩から ☆☆ 14 19-V1

くんちゃんのだいりょこう ☆ 10 19-V1

こいぬが うまれるよ ☆ 10 19-V1

こぐまちゃん ありがとう ☆ 5 19-V1

こぐまちゃん いたいいたい ☆ 8 19-V1

しんごうきピコリ ☆ 9 19-V1

しんせつなともだち ☆ 10 19-V1

14ひきのあさごはん ☆ 7 19-V1

だんごむし そらを とぶ ☆ 10 19-V1

ちっちゃな 木の おはなし ☆☆ 9 19-V1

トラのじゅうたんになりたかったトラ ☆☆ 12 19-V1

どででん かぼちゃ ☆ 12 19-V1

どんなに きみがすきだか あててごらん ☆ 10 19-V1

ねずみのいえさがし　ねずみのほん 1 ☆ 5 19-V1

ノンタン　おしっこ しーしー　赤ちゃん版 ☆ 6 19-V1

ノンタン　もぐ もぐ もぐ　赤ちゃん版 ☆ 5 19-V1

へんしんマンザイ ☆ 10 19-V1

ヘンテコはみがきこ ☆☆ 10 19-V1

やだ！ ☆ 4 19-V1

三びきのやぎのがらがらどん　ノルウェーの昔話 ☆ 11 19-V1

ととけっこう よが あけた　わらべうたえほん ☆ 6 19-V1

ひっくりカエル！ ☆ 9 19-V1

へいわって どんなこと？　日・中・韓平和絵本 ☆☆ 6 19-V1

のりもの いっぱい ☆ 4 19-V1

対象年齢：

☆ :幼児～低学年

☆☆ :低学年～中学年

☆☆☆ :中学年～高学年

☆☆☆☆ :高学年以上



わいわい文庫　 19-V2

書名 対象年齢 再生時間(分） 収納場所

サラとピンキー パリへ行く ☆☆ 37 19-V2

葉っぱのフレディ　いのちの旅 ☆☆☆☆ 22 19-V2

皇帝にもらった花のたね ☆☆ 15 19-V2

せかい いち おいしいスープ　あるむかしばなし ☆☆ 21 19-V2

どろぼうがっこう　かこさとし おはなしのほん ☆☆ 20 19-V2

りゅうのめのなみだ ☆☆ 22 19-V2

恐竜研究室　1恐竜のくらしをさぐる ☆☆☆ 1'19 19-V2

カブトムシがいきる森 ☆☆☆ 24 19-V2

コオロギ (はじめての飼育5) ☆☆ 41 19-V2

みつけた！ おもしろ虫　ちいさないきものずかん ☆☆ 58 19-V2

からだに もしもし　からだのえほん4 ☆ 20 19-V2

どうして ねっちゅうしょうに なるの？

やさしく わかる びょうきの えほん
☆☆ 24 19-V2

アサガオ (かんさつ名人 はじめての栽培6) ☆☆ 36 19-V2

もみごめぼうやの だいへんしん　増補改訂 ☆☆☆ 22 19-V2

はたらく車　のりものくらべ1 ☆☆☆ 1' 19-V2

まちからうみへ はしれ江ノ電 ☆☆ 18 19-V2

対象年齢：

☆ :幼児～低学年

☆☆ :低学年～中学年

☆☆☆ :中学年～高学年

☆☆☆☆ :高学年以上



わいわい文庫　 19-V3

書名 対象年齢 再生時間(分） 収納場所

おばあさんのひこうき ☆☆ 1'03 19-V3

かおるのたからもの ☆☆☆ 1'55 19-V3

さくらのつぼみがひらいたら ☆☆☆☆ 2'26 19-V3

みしのたくかにと ☆☆☆ 41 19-V3

メリーメリーおとまりにでかける ☆☆☆ 2'15 19-V3

クルミわりのケイト (愛蔵版おはなしのろうそく5) ☆☆ 18 19-V3

森の家 (愛蔵版おはなしのろうそく10) ☆☆ 24 19-V3

そして　谷川俊太郎 自選詩集 ☆☆☆☆ 46 19-V3

俳句でみがこう言葉の力　1俳句のきまりと歴史 ☆☆☆ 2'26 19-V3

10分で読める 宇宙や世界を冒険した人の伝記 ☆☆☆ 2'55 19-V3

日本の四季 -高原の小さな命-　感じる絵本 ☆☆☆☆ 13 19-V3

子どものぎもん事典 こんなとき、どうする？ ☆☆☆ 2'00 19-V3

栄養とカラダ　健康のすすめ！ カラダ研究所2 ☆☆☆ 59 19-V3

対象年齢：

☆ :幼児～低学年

☆☆ :低学年～中学年

☆☆☆ :中学年～高学年

☆☆☆☆ :高学年以上



わいわい文庫　 18-V1

書名 対象年齢 再生時間(分） 収納場所

あたしもびょうきになりたいな！ ☆ 9 18-V1

おいしい おと なあに？ ☆ 4 18-V1

おへんじください。 ☆ 11 18-V1

くっついた ☆ 5 18-V1

くれよんの くろくん〔わかち読み〕 ☆ 12 18-V1

ちいさなねこ ☆ 9 18-V1

でんしゃ〔わかち読み〕 ☆ 5 18-V1

とんとんとん ☆ 6 18-V1

どんぶら どんぶら 七福神 ☆☆ 9 18-V1

二ひきのこぐま ☆☆ 15 18-V1

のろまなローラー ☆ 12 18-V1

ノンタン　おやすみなさい ☆ 7 18-V1

ぼくのきんぎょをやつらがねらう！ ☆ 7 18-V1

みいつけた ☆ 3 18-V1

ゆきのひ ☆ 10 18-V1

れんけつガッチャン ☆ 5 18-V1

おへんじください。 ☆ 11 18-V1

かさぶたって どんなぶた

絵本　かがやけ・詩　あそぶ　ことば
☆☆☆☆ 36 18-V1

くれよんの くろくん ☆ 10 18-V1

でんしゃ ☆ 5 18-V1

とんとんとん ☆ 6 18-V1

ぼくのきんぎょをやつらがねらう！ ☆ 7 18-V1

アルファベット絵本 ☆☆☆ 1'25 18-V1

かえるが みえる ☆☆ 4 18-V1

対象年齢：

☆ :幼児～低学年

☆☆ :低学年～中学年

☆☆☆ :中学年～高学年

☆☆☆☆ :高学年以上



わいわい文庫　 18-V2

書名 対象年齢 再生時間(分） 収納場所

クッキーのおうさま ☆☆ 26 18-V2

ごきげんなすてご ☆☆ 29 18-V2

かしこいモリー (愛蔵版おはなしのろうそく1) ☆☆ 17 18-V2

ルンペルシュティルツヘン (愛蔵版おはなしのろうそく6) ☆☆ 15 18-V2

きかんしゃ やえもん ☆☆ 17 18-V2

こねこのチョコレート ☆☆ 19 18-V2

ハリネズミと金貨　ロシアのお話 ☆☆☆ 20 18-V2

ひとまねこざるときいろいぼうし ☆ 16 18-V2

ロバのシルベスターとまほうの小石 ☆☆☆ 29 18-V2

ダンゴムシ (はじめての飼育4) ☆☆ 34 18-V2

みつけた！ びっくり虫　ちいさないきものずかん ☆☆ 50 18-V2

どうして かぜをひくの？インフルエンザになるの？

やさしく わかる びょうきの えほん
☆☆ 26 18-V2

ミニトマト (かんさつ名人 はじめての栽培4) ☆☆ 32 18-V2

しんかんせん　いま・むかし E7系から0系まで ☆☆ 59 18-V2

たのしいなサファリバス ☆☆ 41 18-V2

対象年齢：

☆ :幼児～低学年

☆☆ :低学年～中学年

☆☆☆ :中学年～高学年

☆☆☆☆ :高学年以上



わいわい文庫　 18-V3

書名 対象年齢 再生時間(分） 収納場所

桜石探検隊 ☆☆☆ 2'20 18-V3

野原くん　石井英行 詩集 ☆☆☆☆ 1'08 18-V3

はる なつ あき ふゆ もうひとつ ☆☆☆ 13 18-V3

わたし ☆☆ 16 18-V3

おじいちゃんは水のにおいがした ☆☆☆ 41 18-V3

10分で読める リーダー・英雄になった人の伝記 ☆☆☆ 2'57 18-V3

武器より一冊の本をください

少女マララ・ユスフザイの祈り
☆☆☆☆ 3'46 18-V3

プーさんとであった日

世界でいちばんゆうめいなクマのほんとうにあったお話
☆☆☆ 26 18-V3

ただいまお仕事中 ☆☆ 2'19 18-V3

庭のマロニエ アンネ・フランクを見つめた木 ☆☆☆ 20 18-V3

広島平和記念資料館　学習ハンドブック ☆☆☆ 55 18-V3

オオカミ王 ロボ　シートン動物記 ☆☆☆☆ 3'44 18-V3

せいめいのれきし　改訂版 ☆☆☆☆ 1'11 18-V3

いくぞ！ カレーたんけん隊　坂本廣子のカレークッキング ☆☆ 1'33 18-V3

対象年齢：

☆ :幼児～低学年

☆☆ :低学年～中学年

☆☆☆ :中学年～高学年

☆☆☆☆ :高学年以上



わいわい文庫　 17-V1

書名 対象年齢 再生時間(分） 収納場所

うしろにいるのだあれ ☆ 7 17-V1

おにぎりくん ☆ 4 17-V1

おやすみゴリラくん ☆ 6 17-V1

カニ ツンツン ☆ 14 17-V1

かみさまからのおくりもの ☆ 9 17-V1

がたん ごとん がたん ごとん ☆ 3 17-V1

がたんごとん がたんごとん ざぶんざぶん ☆ 4 17-V1

ぎゅっ ☆ 4 17-V1

こうえんのパックンおばけちゃん ☆ 12 17-V1

ダンゴムシのコロリンコくん ☆ 19 17-V1

ちいさなきしゃとおおきなおきゃくさん ☆ 18 17-V1

チキチキチキチキいそいでいそいで ☆ 14 17-V1

ねえ、どれが いい？ ☆ 11 17-V1

ノンタン　おはよう　赤ちゃん版 ☆ 5 17-V1

ノンタン　はみがき はーみー　赤ちゃん版 ☆ 5 17-V1

へんしんトンネル ☆ 9 17-V1

魔女えほん1　魔女がいちばんほしいもの ☆ 9 17-V1

やじるし ☆ 7 17-V1

うしろにいるのだあれ ☆ 7 17-V1

チキチキチキチキいそいでいそいで ☆ 11 17-V1

魔女えほん1　魔女がいちばんほしいもの ☆ 12 17-V1

あいうえおのえほん ☆ 19 17-V1

さよなら さんかく ☆ 6 17-V1

対象年齢：

☆ :幼児～低学年

☆☆ :低学年～中学年

☆☆☆ :中学年～高学年

☆☆☆☆ :高学年以上



わいわい文庫　 17-V2

書名 対象年齢 再生時間(分） 収納場所

怪談オウマガドキ学園　1真夜中の入学式 ☆☆☆ 1'58 17-V2

ぼくんち豆腐屋 ☆☆☆ 2'13 17-V2

一休さん ☆☆ 1' 17-V2

オオカミと七ひきの子ヤギ (愛蔵版おはなしのろうそく9) ☆☆ 18 17-V2

三まいの鳥の羽 (愛蔵版おはなしのろうそく6) ☆☆ 19 17-V2

天女の里がえり　中国のむかしばなし ☆☆☆ 22 17-V2

メダカ (はじめての飼育2) ☆☆ 41 17-V2

サツマイモ (かんさつ名人 はじめての栽培5) ☆☆ 33 17-V2

大きな運転席図鑑ぷらす　運転手はきみだ！ ☆☆ 1'15 17-V2

はしれ！ ぐるぐる　やまのてせん ☆☆ 26 17-V2

ひこうきや うちゅう船　のりものくらべ5 ☆☆☆ 1'05 17-V2

対象年齢：

☆ :幼児～低学年

☆☆ :低学年～中学年

☆☆☆ :中学年～高学年

☆☆☆☆ :高学年以上



わいわい文庫　 17-V3

書名 対象年齢 再生時間(分） 収納場所

火曜日のごちそうはヒキガエル ☆☆☆ 1'33 17-V3

精霊の守り人 ☆☆☆☆ 7'10 17-V3

注文の多い料理店 ☆☆☆ 29 17-V3

空とぶ船と世界一のばか ☆☆☆ 38 17-V3

ことばのくさり ☆☆☆☆ 58 17-V3

ゆうべのうちに　原 国子 詩集 ☆☆☆☆ 44 17-V3

キャシーのぼうし　きぼうのものがたり ☆☆ 19 17-V3

10分で読める 発明・発見をした人の伝記 ☆☆☆ 2'24 17-V3

図書館に児童室ができた日

アン・キャロル・ムーアのものがたり
☆☆☆ 36 17-V3

ひとりぼっちのかいぶつといしのうさぎ ☆☆ 14 17-V3

名馬キャリコ ☆☆☆ 30 17-V3

親子でわかる！ニッポンの大問題 ☆☆☆☆ 6'14 17-V3

あんずの木の下で 体の不自由な子どもたちの太平洋戦争 ☆☆☆☆ 2'27 17-V3

星は友だち！ はじめよう星空観察 ☆☆☆☆ 3'43 17-V3

セミたちの夏 ☆☆ 21 17-V3

地球のてっぺんに立つ！　エベレスト ☆☆☆ 37 17-V3

対象年齢：

☆ :幼児～低学年

☆☆ :低学年～中学年

☆☆☆ :中学年～高学年

☆☆☆☆ :高学年以上



わいわい文庫　 16-V1

書名 対象年齢 再生時間(分） 収納場所

あのほし なんのほし ☆ 11 16-V1

かお かお どんなかお ☆ 5 16-V1

けんかしちゃった！ ぼくはココロ1 ☆ 14 16-V1

コロッケです。 ☆ 8 16-V1

こんたのおつかい ☆ 9 16-V1

ちゃんと たべなさい ☆ 13 16-V1

ともだちや ☆☆ 15 16-V1

どんぐりむらの ぼうしやさん ☆ 15 16-V1

はじめてのおつかい ☆ 13 16-V1

ばけものづかい　せなけいこ・おばけえほん ☆☆ 9 16-V1

へんしんオバケ ☆ 10 16-V1

ぼちぼち いこか ☆ 7 16-V1

みんなうんち ☆ 5 16-V1

もっちゃう もっちゃう もう もっちゃう ☆ 15 16-V1

よかったね ネッドくん ☆☆ 13 16-V1

わすれられない おくりもの ☆☆☆ 15 16-V1

コロッケです。 ☆ 7 16-V1

こんたのおつかい ☆ 8 16-V1

ちゃんと たべなさい ☆ 10 16-V1

ともだちや ☆ 12 16-V1

ばけものづかい　せなけいこ・おばけえほん ☆ 7 16-V1

へんしんオバケ ☆ 9 16-V1

もっちゃう もっちゃう もう もっちゃう ☆ 12 16-V1

わにが わになる ☆ 5 16-V1

対象年齢：

☆ :幼児～低学年

☆☆ :低学年～中学年

☆☆☆ :中学年～高学年

☆☆☆☆ :高学年以上


