
☆現在所蔵しているマルチメディアＤＡＩＳＹ資料リスト 令和元年7月現在

●公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会製作

書名 著者名 朗読者

1 ＴＨＥ　ＧＩＦＴ　ＯＦ　ＴＨＥ　ＭＡＧＩ オー・ヘンリー
Ｐｈｉｌｌｉｄａ　Ｐｒｕｄｉｓ (Ｂｒｉｔｉｓｈ Ｅｎｇｌｉｓｈ)
Ｊｏｈｎ　Ｃｈｕｒｃｈｉｌｌ (Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ)

2 Ｔｈｅ　Ｌｉｔｔｌｅ　ｍａｔｃｈ　ｇｉｒｌ
ハンス・クリスチャン・アンデ
ルセン

リチャード・アスコー

3 Ｔｈｅ　ｓｔｏｒｙ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｔｈｒｅｅ　ｌｉｔｔｌｅ　ｐｉｇ ジョーゼフ・ジェーコブス リチャード・アスコー

4 アラジンとふしぎなランプ 角田由美子

5 アリ・ババと四十人のどろぼう 居谷敬子

6 おはよう・おやすみ
渡辺順子布 絵本作者，
野村美佐子 DAISY版

おかあさん編　ありた ゆうこ
こども編　いしかわ めぐみ

7 ガイコクジンじゃないもん！ 齋藤美樹 境 実香

8 かぜ　ふぅふぅ 吉祥瑞枝
吉祥瑞枝（日本語）
リチャード･アスコー（英語）

9 銀河鉄道の夜 宮沢賢治 田中満子

10 九九 長田香

11 蜘蛛の糸 芥川龍之介 岡林昭裕

12 賢者の贈りもの オー・ヘンリー 境 実香

13 ごんぎつね 新美南吉 森口瑤子

14 三匹のこぶた ジョーゼフ・ジェーコブス 森口瑤子

15 児童の権利に関する条約 中村 芬

16 自閉症者からの紹介状 月文 瞭 森口瑤子

17 白雪姫 グリム童話 石井京子

18 高瀬舟 森 鴎外 濱野幸恵

19 注文の多い料理店 宮沢賢治 森田聡子

20 ＤＡＩＳＹって、なんだろう？ DAISY研究センター 秋山利華

21 手袋を買いに 新美南吉 日向真紀子

22 どんぐりと山猫 宮沢賢治 河合恵美子

23 走れメロス 太宰 治 黒木勝志

24 バースデーケーキができたよ くぼりえ 森口瑤子

25 眉山 太宰 治 飯村紀子

26 百人一首 河合恵美子

27 船乗りシンドバッド 角田由美子

28 フランダースの犬 ウィーダ 天江美佐子

29 マッチ売りの少女
ハンス・クリスチャン・アンデ
ルセン

森口瑤子

30
みんなちがってみんな一緒！障害者権利条
約

日本障害フォーラム（JDF）
発行

境 実香

※マルチメディアＤＡＩＳＹ資料は、戸山図書館で購入または寄贈により、所蔵しています。
※他の図書館をご利用の方は、受付で予約の手続きをしてください。ＯＰＡＣ・Ｗｅｂからも予約ができます。
※ご自宅のパソコンで再生する際に、再生ソフトのインストールが必要な場合があります。マルチメディアＤＡＩＳＹのＣ
Ｄをパソコンに入れると再生ソフトインストールの案内が表示されます。詳細は、次ページ『もっと「マルチメディアＤＡＩ
ＳＹ」を見たい方へ』をご覧ください。



書名 著者名 朗読者

31 耳無芳一の話 小泉八雲 杉山美智子

32 雪女 小泉八雲 日向真紀子

33 羅生門 芥川龍之介 日向真紀子

34 檸檬 梶井基次郎 石井京子

35 若草物語 ルイーザ・メイ・オルコット 牧野倫世

36
わたしたちのできること－Ｉｔ’ｓ　Ａｂｏｕｔ　Ａｂｉｌ
ｉｔｙ－

ユニセフ 境 実香

●特定非営利活動法人日本ＵＤメディア協会製作（一般の方でも貸出できます）

書名 著者名 朗読者

1 あらすじ名著シリーズサンプル版 小川義男

●調布デイジー製作（一般の方でも貸出できます）

書名 著者名 朗読者

1 おおかみと七ひきのこどもやぎ グリム 高橋眞知子

2 狸と与太郎 夢野久作 杉山美智子

●有限会社オフィス・コア製作（一般の方への貸出はできません）

書名 著者名 朗読者

1 死ぬ前に決めておくこと 松島如戒 日向真紀子

2 食品の安全とはなにか 今村知明 角田由美子

3 古道具ほんなら堂 楠 章子 田中知子

4 星から来た王子
アントワーヌ・ド・サン＝テグ
ジュペリ

内田紳一郎

5 もしも裁判員に選ばれたら 四宮 啓 居谷敬子

6
やさしく読み解く裁判員のための法廷用語
ハンドブック

日本弁護士連合会裁判員
制度実施本部法廷用語の
日常語化に関するプロジェ
クトチーム

日向真紀子・内田紳一郎・井坂美智子

7 「和」の行事えほん　１（春と夏の巻） 高野紀子 田中知子

8 「和」の行事えほん　２（秋と冬の巻） 高野紀子 宮原麻実

●財団法人伊藤忠記念財団製作（一般の方への貸出はできません）

内容

1 マルチメディアDAISY書籍　ＣＤ１－障害のある子ども達に読書の楽しみを
ゴーゴーもるもくん・恐竜あいうえお・まちをつ
くるじどうしゃ他5作品

2 マルチメディアDAISY書籍　ＣＤ２－障害のある子ども達に読書の楽しみを
やまんば妖怪学校１　こいぬくんは一年生・へ
んてこりんでステキなあいつ他2作品

3 マルチメディアDAISY書籍　ＣＤ３－障害のある子ども達に読書の楽しみを
日本の昔話１　花咲かじい・干支のおこり・一
寸法師他16作品

4 わいわい文庫　～マルチメディアデイジー図書　２０１２～　ＣＤ１
えほん　あいうえおにぎり・おおきなかぶ・１１
ぴきのねこ・ノンタン他14作品

書名



内容

5 わいわい文庫　～マルチメディアデイジー図書　２０１２～　ＣＤ２
おはなしのろうそく－アナンシの帽子ふりおど
り・おばけ屋のおばけかぶ・空色バレリーナ・
みけねこレストラン他8作品

6 わいわい文庫　～マルチメディアデイジー図書　２０１２～　ＣＤ３
口で歩く・シノダ！魔物の森のふしぎな夜・ひ
まへまごろあわせ・星と星座の伝説　夏他5作
品

7 わいわい文庫　～マルチメディアデイジー図書　２０１３～　Ｖｅｒ．１
おとうさんはウルトラマン・かぞえうたのえほ
ん・１１ぴきのねことあほうどり・はらぺこあお
むし(わかち読み)他15作品

8 わいわい文庫　～マルチメディアデイジー図書　２０１３～　Ｖｅｒ．２
いきもの超ひゃっか①どうぶつ・王さまと九人
のきょうだい・中国の民話　長ぐつをはいたネ
コ・へんてこもりにいこうよ他9作品

9 わいわい文庫　～マルチメディアデイジー図書　２０１３～　Ｖｅｒ．３
北の動物園できいた１２のお話　旭山動物園
物語・ひろしまのピカ・マザーツリー・魔女の
宅急便他1作品

10 わいわい文庫　～マルチメディアデイジー図書　２０１４～　Ｖｅｒ．１
おこだでませんように・こぐまちゃんとどうぶつ
えん・コッケモーモー!・とべバッタ他13作品

11 わいわい文庫　～マルチメディアデイジー図書　２０１４～　Ｖｅｒ．２
もりのへなそうる・スズメとカラス（バングラデ
シュの昔話）・たにし長者（日本の昔話）・ラプ
ンツェル（グリム昔話）他7作品

12 わいわい文庫　～マルチメディアデイジー図書　２０１４～　Ｖｅｒ．３
アラスカ光と風・動物と向き合って生きる・ふ
るさとは、夏

13 わいわい文庫　～マルチメディアデイジー図書　２０１５～　Ｖｅｒ．１
のはらの　ひなまつり・ぐりとぐら・おばけの
バーバパパ・ちいさいおうち他15作品

14 わいわい文庫　～マルチメディアデイジー図書　２０１５～　Ｖｅｒ．２
はじめての古事記　日本の神話・大きな運転
席図鑑　きょうからぼくは運転手・わかったさ
んのクッキー・海をわたった折り鶴他6作品

15 わいわい文庫　～マルチメディアデイジー図書　２０１５～　Ｖｅｒ．３
夏のサイン・まいごになった子どものクジラ
南太平洋トンガ王国のザトウクジラ・グレート
ジャーニー探検記・ねこの詩他3作品

16 わいわい文庫　～マルチメディアデイジー図書　２０１６～　Ｖｅｒ．１
こんたのおつかい・ともだちや・ばけものづか
い・わすれられない　おくりもの他20作品

17 わいわい文庫　～マルチメディアデイジー図書　２０１６～　Ｖｅｒ．２
いきのびる魔法－いじめられている君へ－・
吉四六さん・ポリーとはらぺこオオカミ・まめた
ろう　イランの昔話他11作品

18 わいわい文庫　～マルチメディアデイジー図書　２０１６～　Ｖｅｒ．３
絵本　ひめゆり・エルトゥールル号の遭難　ト
ルコと日本を結ぶ心の物語・舟をつくる・夢の
動物園　旭山動物園の明日他3作品

19 わいわい文庫　～マルチメディアデイジー図書　２０１７～　Ｖｅｒ．１
あいうえおのえほん・うしろにいるのだあれ・
おにぎりくん・おやすみゴリラくん他１８作品

20 わいわい文庫　～マルチメディアデイジー図書　２０１７～　Ｖｅｒ．２
大きな運転席図鑑ぷらす・はしれ！ぐるぐる
やまのてせん・ひこうきや　うちゅう船・サツマ
イモ・メダカ他６作品

21 わいわい文庫　～マルチメディアデイジー図書　２０１７～　Ｖｅｒ．３
キャシーのぼうし・空とぶ船と世界一のばか・
注文の多い料理店・図書館に児童室ができ
た日他１２作品

22 わいわい文庫　～マルチメディアデイジー図書　２０１８～　Ｖｅｒ．１
あたしもびょうきになりたいな！・アルファベッ
ト絵本・おいしい　おと　なあに？・おへんじく
ださい。他２０作品

23 わいわい文庫　～マルチメディアデイジー図書　２０１８～　Ｖｅｒ．２
きかんしゃ　やえもん・クッキーのおうさま・ご
きげんなすてご・こねこのチョコレート・他１１
作品

24 わいわい文庫　～マルチメディアデイジー図書　２０１８～　Ｖｅｒ．３
いくぞ！カレーたんけん隊・おじいちゃんは水
のにおいがした・せいめいのれきし　改訂版・
ただいまお仕事中他１０作品

書名



内容

25 わいわい文庫　～マルチメディアデイジー図書　２０１９～　Ｖｅｒ．１

あかいろうそく・アストンの石・おやすみなさい
おつきさま・おやすみなさいのおと・くらやみの
ゾウ・くんちゃんのだいりょこう・こいぬがうま
れるよ・他２３作品

26 わいわい文庫　～マルチメディアデイジー図書　２０１９～　Ｖｅｒ．２
アサガオ・カブトムシが生きる森・からだにもし
もし・恐竜研究室１　恐竜のくらしをさぐる・皇
帝にもらった花のたね・他１１作品

27 わいわい文庫　～マルチメディアデイジー図書　２０１９～　Ｖｅｒ．３
栄養とカラダ・おばあさんのひこうき・かおる
のたからもの・クルミわりのケイト・子どものぎ
もん辞典　こんなとき、どうする？・他８作品

内容

1 わいわい文庫　～マルチメディアデイジー図書　２０１３～　Ｖｅｒ．ＢＬＵＥ
いっすんぼうし・うらしまたろう・はなさかじい・
おすもうのいろは他16作品

2 わいわい文庫　～マルチメディアデイジー図書　２０１４～　Ｖｅｒ．ＢＬＵＥ
イカロス君の大航海・かぐやひめ・かさじぞう・
国会議事堂のはじまり他20作品

3 わいわい文庫　～マルチメディアデイジー図書　２０１５～　Ｖｅｒ．ＢＬＵＥ
因幡の白うさぎ・つるのよめさま・ももたろう・
キャンプでカレーライスを作ろう他21作品

4 わいわい文庫　～マルチメディアデイジー図書　２０１６～　Ｖｅｒ．ＢＬＵＥ
おとわ観音由来(大歳の火)・かみながひめ・
てんぐのかくれみの・ことわざになった野鳥他
16作品

5 わいわい文庫　～マルチメディアデイジー図書　２０１７～　Ｖｅｒ．ＢＬＵＥ
小倉百人一首・道後温泉の鷺石と玉の石・紙
芝居　青木藤太郎・見沼のふえ他１６作品

6 わいわい文庫　～マルチメディアデイジー図書　２０１８～　Ｖｅｒ．ＢＬＵＥ
炭焼き小五郎と玉津姫・みいでらのかね・か
ものひっこし・みるなのくら他１７作品

7 わいわい文庫　～マルチメディアデイジー図書　２０１９～　Ｖｅｒ．ＢＬＵＥ

雨を降らせた竜・宇治の橋姫さん・力蔵さん・
でじろのさる・三本の櫛の歯・稲生武太夫物
の怪物語他１７作品

書名 著者名 備考

1 赤毛のアン モンゴメリ ※区内の図書館全館で閲覧できます。

2 へんしんぶうたん！ぼくだけライオン きむら　ゆういち ※区内の図書館全館で閲覧できます。

●ポプラ社製作（一般の方への貸出はできません）

書名

●財団法人伊藤忠記念財団製作（一般の方でも貸出できます）

書名

NE

NE

NE

NE


