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作品一覧 
 
 Ver.1.2.3  ：  
 
 

 
 
 
 Ver.1  

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） 

みやにしたつや 作・絵 / 円谷プロダクション 監修 
学研教育出版 

3．かぞえうたのほん （13 分） 
岸田衿子 作 / スズキコージ 絵 / 福音館書店 

4．１１ぴきのねことあほうどり （12 分） 
5．１１ぴきのねことあほうどり (紙芝居風) （11 分） 

馬場のぼる 作 / こぐま社 

6．１１ぴきのねこふくろのなか （14 分） 
7．１１ぴきのねこふくろのなか (紙芝居風) （12 分） 

馬場のぼる 作 / こぐま社 

8．しょうぼうじどうしゃ じぷた （14 分） 
9．しょうぼうじどうしゃ じぷた (紙芝居風) （14 分） 

渡辺茂男 作 / 山本忠敬 絵 / 福音館書店 

10．そらまめくんとながいながいまめ （15 分） 
なかやみわ 作・絵 / 小学館 

11．ねずくんとらくんのあついあついあつい （16 分） 
たるいしまこ 作・絵 / 福音館書店 

12．はじめてのキャンプ （26 分） 
林明子 作・絵 / 福音館書店 

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） 

エリック=カール 作 / もりひさし 訳 / 偕成社 

15．へスターとまじょ （11 分） 
バイロン・バートン 作・絵 / かけがわやすこ 訳 

小峰書店 

16．ぼくのぼうけん （12 分） 
なかのひろたか 作 / 福音館書店 

17．まるちゃんみっけ！ （7 分） 
こぐれけいすけ 作・ブックデザイン 

学研教育出版 

18．りくちゃんのいちごジャム （19 分） 
かたくるみ 文 / さこももみ 絵 / 集英社 

19．わたしのワンピース （6 分） 
にしまきかやこ 絵・文 / こぐま社 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Ver.2  

1．いきもの超ひゃっか① どうぶつ （37 分） 
内山晟 監修 / 内山晟動物写真事務所他 写真 

小学館 

2．いきもの超ひゃっか② いぬ （48 分） 
今泉忠明 監修 / 坂口正昭 写真  

オリオンプレス他 写真・取材協力 / 小学館 

3．いきもの超ひゃっか③ ねこ （28 分） 
加藤由子 指導・監修 / C&D-PHOTO 他 写真 

小学館 

4．あたらしい関西のでんしゃずかん （24 分） 
松本典久 文 / RGG 写真 / 小峰書店 

5．新・東京のでんしゃずかん （26 分） 
松本典久 文 / 井上広和 写真 / 小峰書店 

6．王さまと九人のきょうだい 中国の民話 （24 分） 
君島久子 訳 / 赤羽末吉 絵 / 岩波書店 

7．大どろぼうは おかしなサンドイッチやさん （40 分） 
山脇恭 作 / 草間俊行 絵 / 偕成社 

8．おばけ屋のおばけすいか （24 分） 
あわたのぶこ 文 / ただはるよし 絵 / 小峰書店 

9．長ぐつをはいたネコ（ペロー昔話） （20 分） 
愛蔵版おはなしのろうそく 3 

東京子ども図書館 編訳 / 大社玲子 絵 
東京子ども図書館 

10．天福 地福（日本の昔話） （9 分） 
愛蔵版おはなしのろうそく 7 

東京子ども図書館 再話 / 大社玲子 絵 
東京子ども図書館 

11．こねこのタケシ 南極大ぼうけん （29 分） 
阿見みどり 文 / わたなべあきお 絵 

銀の鈴社 

12．へんてこもりにいこうよ （29 分） 
たかどのほうこ 作・絵 / 偕成社 

13．もりのなか （14 分） 
マリー・ホール・エッツ 文・絵 

まさきるりこ 訳 / 福音館書店 
   
 Ver.3  

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） 

浜なつ子 著 / あべ弘士 絵 
角川学芸出版 

2．ひろしまのピカ （28 分） 
丸木俊 文・絵 / 小峰書店 

3．マザーツリー （42 分） 
松岡達英 絵 / 村田真一 文 / 小学館 

4．魔女の宅急便 （6 時間52 分） 
角野栄子 作 / 林明子 画 / 福音館書店 

5．未来をつくる君たちへ （1 時間49 分） 
立花隆  関川夏央  松本健一 著 

 日本放送出版協会 
 

ご利用頂けるのは、障害があるために、 

通常の本では読書が困難な方のみです。 



著作権者のご了解を得ておりますので、 

どなたでもご利用頂けます。 

 Ver.BLUE  
  
  
 
 
 

〔日本の昔話（1～12）〕 
浜なつ子 文 / よこやまようへい 絵 

伊藤忠記念財団 
この電子図書の為に、文と絵を新たに書いてもらいました。 
 

通常版 ：小学校3年生までの漢字を使っています。 

紙芝居風 ：絵だけを表示し、劇団員が演じています。 

短縮版 ：ストーリーを短く、やさしい言葉を平仮名だけで 

  表記し、挿絵も簡潔にしています。 

1．いっすんぼうし （15 分） 
2．いっすんぼうし (紙芝居風) （16 分） 

3．いっすんぼうし 短縮版 （8 分） 
4．いっすんぼうし 短縮版 (紙芝居風) （8 分） 

5．うらしまたろう （17 分） 
6．うらしまたろう (紙芝居風) （16 分） 

7．うらしまたろう 短縮版 （8 分） 
8．うらしまたろう 短縮版 （紙芝居風） (8 分） 

9．はなさかじい （17 分） 
10．はなさかじい (紙芝居風) （17 分） 

11．はなさかじい 短縮版 （8 分） 
12．はなさかじい 短縮版 （紙芝居風） （8 分） 

 
  

13．声が美しい鳥が多い山野の夏鳥 （15 分） 
 バードウォッチング入門1 

栗林菊夫 解説 / 松田道生 録音 
阿部憲一 末安集 田中富夫 写真 

伊藤忠記念財団 
日本にやって来る夏鳥15種類をわかりやすい解説と

写真、鳴き声を収録し紹介しています。 

 

14．身近に見られる鳥 （23 分） 
 バードウォッチング入門2 

栗林菊夫 解説 / 松田道生 録音 
阿部憲一 末安集 田中富夫 写真 

伊藤忠記念財団 
都市部で人間と共存している野鳥18 種類を、解説、

写真、鳴き声で紹介しています。 

 

15．古都 京都の旅 （19 分） 
京都市産業観光局観光MICE 推進室 監修 

金閣寺 醍醐寺 龍安寺 教材研究所  
茶房加茂みたらし茶屋 写真提供 
矢部剛 編著 / 伊藤忠記念財団 

京都にある世界遺産17か所を写真と簡単な解説で紹

介しています。ちょっと面白いお話ものせました。 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

16．おすもうのいろは （5 分） 
日本相撲協会 監修・写真 / 東京新聞 協力 

 伊藤忠記念財団 
相撲の歴史や簡単なルールを紹介しています。 

17．大相撲の力士になろう （7 分） 
日本相撲協会 監修・写真 / 東京新聞 協力 

伊藤忠記念財団 
どうしたら大相撲の力士になれるのか、相撲が強くな

るための稽古法を紹介しています。 

18．力士のまいにち （8 分） 
日本相撲協会 監修・写真 / 東京新聞 協力 

伊藤忠記念財団 
力士の暮らしの様子や力士以外に大相撲に関わる 

仕事を紹介しています。 

19．大相撲用語のひみつ （5 分） 
日本相撲協会 監修・写真 / 東京新聞 協力 

伊藤忠記念財団 
大相撲の世界で使われている、特別な言葉を少し 

紹介しています。 

  

20．たくさんあるよ おすもうあそび （8 分） 
川崎市に住む少年少女ボランティアグループ モデル 

伊藤忠記念財団 
相撲をモチーフとした遊びのルールを、写真で紹介し

ています。 

 

21．ケーキ・ケーキ・ケーキ （9 分） 
アビニヨン洋菓子店 協力 

伊藤忠記念財団 
ケーキの写真にモザイクをかけてあります。ケーキの

名前を1文字ずつカタカナで表示するごとに、正体が

見えてきます。 

 
 

 
 
 
 
 

音 訳 

全国音訳ボランティアネットワーク 

劇団 ジャングルベル・シアター 

NPO 法人 バリアフリー資料リソースセンター 
 

編 集 

伊藤忠記念財団 ボランティアグループ 
 

製 作 

公益財団法人 伊藤忠記念財団 


