
マルチメディアデイジー目録

190本あります

令和3年 12月現在

1 あいうえおうさま

寺村輝夫 作

2 青いダイヤモンド

コナン・ドイル 作

3 赤いハイヒール

ビョーン・アーベリン 写真

4 あかずきんちゃん

グリム兄弟 作

5 あなたのことがだーいすき

ヒド・ファン・ヘネヒテン 作・絵

6 あぶない！きけん！

危険学プロジェクトグループ（８） 作

7 あめだま

新美南吉 作

8 あらしのよるに



きむらゆういち 作

9 アラジンとふしぎなランプ

菊池寛 訳

10 ありがとう、フォルカーせんせい

パトリシア・ポラッコ 作・絵

11 アリ・ババと四十人のどろぼう

菊池寛 訳

12 アンナのボールあそび

インゲル・サンドベリ 著

13 イチロー 進化する天才の軌跡

佐藤健 著

14 いないいないばあ

松谷みよこ 作

15 いや自立生活ハンドブック ７

全日本手をつなぐ育成会 編

16 うずらちゃんのかくれんぼ

きもとももこ さく

17 うらしまたろう

浜なつ子 文



18 ええぞ、カルロス

長澤靖浩 作

19 エリカ 奇跡のいのち

ルース・バンダー・ジー 文

20 おおきなかぶ

Ａ．トルストイ 再話

21 おしいれのぼうけん

ふるたたるひ さく

22 おっと合点承知之助 声に出すことばえほん

齋藤孝 文

23 オツベルと象

宮澤賢治 作

24 おはようおやすみ

渡辺順子 布絵本作者

25 おべんとう

小西英子 作

26 およぎたいゆきだるま

くぼりえ 作・絵

27 かいけつゾロリのきょうふの大ジャンプ



原ゆたか さく・え

28 かいけつゾロリのまほうのランプ～ッ

原ゆたか さく・え

29 ガイコクジンじゃないもん！

さいとうみき さく・え

30 かいじゅうたちのいるところ

モーリス・センダック さく

31 かぐやひめ

浜なつ子 文

32 かさじぞう

浜なつ子 文

33 風の又三郎

宮澤賢治 作

34 かぜふぅふぅ

吉祥瑞枝 作

35 カタカナアイウエオ

下村昇 作

36 学校コワイ

よつばもこ 著



37 かにむかし

木下順二 文

38 からすのパンやさん

かこさとし さく

39 きいろいばけつ

もりやまみやこ 作

40 消えた白銀号

コナン・ドイル 作

41 きかんしゃやえもん

阿川弘之 文

42 狐

新美南吉 作

43 銀河鉄道の夜

宮沢賢治 作

44 きんぎょがにげた

五味太郎 作

45 九九

46 くだもの

平山和子 さく



47 くっついた

三浦太郎 作・絵

48 蜘蛛の糸

芥川龍之介 作

49 ぐりとぐら

中川李枝子 さく

50 賢者の贈りもの

オー・ヘンリー 作

51 故郷

魯迅 作

52 こぐまちゃんおはよう

わかやまけん 著

53 こぐまちゃんとどうぶつえん

わかやまけん 著

54 こぐまちゃんとぼーる

わかやまけん 著

55 こぐまちゃんのみずあそび

わかやまけん 著

56 ことりとねこのものがたり



なかえよしを 作

57 ごんぎつね

新美南吉 作

58 ごんぎつね

新美南吉 作

59 こんにちはあかぎつね！

エリック・カール さく

60 こんにちワニ

中川ひろたか 文

61 さぎ草物語

宮文子 布の絵本制作

62 THE GIFT OF THE MAGI

Ｏ・ＨＥＮＲＹ 作

63 The Story of Three Little Pigs

Joseph Jacobs 作

64 さっちゃんのまほうのて

たばたせいいち 共同制作

65 The Little Match Girl

Hans Christian Adnersen 作



66 さるかに

浜なつ子 文

67 山月記

中島敦 作

68 三匹の子ぶた

ジョーセフ・ジェーコブス 作

69 三びきのやぎのがらがらどん

マーシャ・ブラウン 絵

70 失敗学のすすめ

畑村洋太郎 著

71 児童の権利に関する条約（子どもの権利条約）

72 自閉症者からの紹介状

月文瞭 絵・文

73 十五少年漂流記 講談社青い鳥文庫

ジュール＝ベルヌ 著

74 十人十色なカエルの子

落合みどり 著

75 障害者権利条約

76 白雪姫



遠崎高平 絵

77 しろうさぎとりんごの木

石井睦美 さく

78 シロクマくんのひみつ

ヒド・ファン・ヘネヒテン 作・絵

79 しろくまちゃんのほっとけーき

わかやまけん 著

80 しろくまちゃんぱんかいに

わかやまけん 著

81 すごいよねずみくん 目黒区子ども条例のえほん

きむらゆういち さく

82 せいめいのれきし

バージニア・リー・バートン 文・え

83 そらまめくんのベッド

なかやみわ さく・え

84 だいじょうぶだいじょうぶ

いとうひろし 作・絵

85 ダイダラボッチ

宮文子 布の絵本制作



86 高瀬舟

森鷗外 作

87 たべたのだあれ

五味太郎 さく

88 だるまさんが

かがくいひろし 著

89 だるまさんと

かがくいひろし 著

90 だるまさんの

かがくいひろし 著

91 だるまちゃんとてんぐちゃん

かこさとし さく

92 ちいさいタネ

エリック・カール さく

93 小さき者へ

有島武郎 作

94 注文の多い料理店

宮沢賢治 作

95 月夜のみみずく



ジェイン＝ヨーレン 詩

96 つるのよめさま

浜なつ子 文

97 ＤＡＩＳＹと私 マイ・リン・ホルトの場合

マイ・リン・ホルト 文

98 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 作

99 てぶくろ

エウゲーニー・Ｍ・ラチョフ 絵

100 手袋を買いに

新美南吉 作

101 天動説の絵本

安野光雅 作

102 てんとてん

すぎもとれいこ 作

103 時計つくりのジョニー

エドワード・アーディゾーニ 作

104 杜子春

芥川龍之介 作



105 としょかんライオン

ミシェル・ヌードセン さく

106 どろんこハリー

ジオン・ジーン 作

107 どんぐりと山猫

宮沢賢治 作

108 長崎の原爆 布のえほん

109 にんじん

せなけいこ さく・え

110 ねずみのよめいり

小暮正夫 文

111 ノンタンおやすみなさい

キヨノサチコ 作・絵

112 ノンタンほわほわほわわ

キヨノサチコ 作・絵

113 バースデーケーキができたよ！

くぼりえ 絵・文

114 Biography of Senator Monthian Buntan

Monthian Buntan



115 走れメロス

太宰治 作

116 バスラの図書館員 イラクで本当にあった話

ジャネット・ウィンター 絵と文

117 はちうえはぼくにまかせて

ジーン・ジオン 作

118 初恋

島崎藤村 詩

119 はなさかじい

浜なつ子 文

120 はなさかじい

渡辺節子 文

121 ピウカ湿原のゆきうさぎ

ほんだてつや

122 眉山

太宰治 作

123 ひとまねこざる

ハンス・アウグスト・レイ 作

124 百人一首



125 １００万回生きたねこ

佐野洋子 作・絵

126 ビロードのうさぎ

マージェリィ・Ｗ・ビアンコ 原作

127 ふくしまからきた子

松本猛 作

128 船乗りシンドバッド

菊池寛 訳

129 フランダースの犬

ウィーダ 作

130 ぼくの１にち

福山恭子 ぶん

131 マッチ売りの少女

ハンス・クリスチャン・アンデルセン 作

132 耳無し芳一の話

小泉八雲 作

133 モチモチの木

斎藤隆介 作

134 雪女



小泉八雲 作

135 夢十夜

夏目漱石 作

136 よだかの星

宮澤賢治 作

137 落語絵本 ときそば

川端誠 作

138 落語絵本 はつてんじん

川端誠

139 羅生門

芥川龍之介 作

140 ラプンツェル

グリム 作

141 ルピナスさん 小さなおばあさんのお話

バーバラ・クーニー さく

142 ルリュールおじさん

いせひでこ 作

143 檸檬

梶井基次郎 作



144 わいわい文庫 Ver.１ 2012

145 わいわい文庫 Ver.２ 2012

146 わいわい文庫 Ver.３ 2012

147 わいわい文庫 Ver.１ 2013

148 わいわい文庫 Ver.２ 2013

149 わいわい文庫 Ver.３ 2013

150 わいわい文庫 Ver.１ 2014

151 わいわい文庫 Ver.２ 2014

152 わいわい文庫 Ver.３ 2014

153 わいわい文庫 Ver.１ 2015

154 わいわい文庫 Ver.２ 2015

155 わいわい文庫 Ver.３ 2015

156 わいわい文庫 Ver.１ 2016

157 わいわい文庫 Ver.２ 2016

158 わいわい文庫 Ver.３ 2016

159 わいわい文庫 Ver.１ 2017

160 わいわい文庫 Ver.２ 2017

161 わいわい文庫 Ver.３ 2017

162 わいわい文庫 Ver.１ 2018



163 わいわい文庫 Ver.２ 2018

164 わいわい文庫 Ver.３ 2018

165 わいわい文庫 Ver.１ 2019

166 わいわい文庫 Ver.２ 2019

167 わいわい文庫 Ver.３ 2019

168 わいわい文庫 Ver.１ 2020

169 わいわい文庫 Ver.２ 2020

170 わいわい文庫 Ver.３‐１ 2020

171 わいわい文庫 Ver.３‐２ 2020

172 わいわい文庫 Ver.３‐３ 2020

173 わいわい文庫 Ver.１ 2021

174 わいわい文庫 Ver.２ 2021

175 わいわい文庫 Ver.３‐１ 2021

176 わいわい文庫 Ver.３‐２ 2021

177 わいわい文庫 Ver.BLUE 2013

178 わいわい文庫 Ver.BLUE 2014

179 わいわい文庫 Ver.BLUE 2015

180 わいわい文庫 Ver.BLUE 2016

181 わいわい文庫 Ver.BLUE 2017



182 わいわい文庫 Ver.BLUE 2018

183 わいわい文庫 Ver.BLUE 2019

184 わいわい文庫 Ver.BLUE 2020

185 わいわい文庫 Ver.BLUE 2021

186 若草物語

ルイーザ・メイ・オルコット 作

187 わかりやすくしてください

Mancap Make it clear

188 わたしたちのできること

ボランティアグループ デイジー江戸川 編集

189 私たち、発達障害と生きてます

高森明 ほか著

190 わたしはマララ

マララ・ユスフザイ 著


