
桑名市立中央図書館　録音資料一覧表（音訳ＣＤ） 2022.7.27現在

種　類 書　　名 巻　号 著　者 資料コード

CD いろはのい
いろはのい

河内　卯一郎／著
かわうち　ういちろう／ちょ

0130092414

CD ウェディング・ドレス
うぇでぃんぐ・どれす

黒田　研二／著
くろだ　けんじ／ちょ　

0130092422

CD 柏崎日記
かしわざきにっき

渡辺　夸任子／著
わたなべ　くにこ／ちょ

0130092430

CD 郷土史を訪ねて
きょうどしをたずねて

西羽 晃／著
にしはね　あきら／ちょ　

0130090814

CD
桑名市立中央図書館　開館10周年記
くわなしりつちゅうおうとしょかん　かいかん１０しゅうねんきねん　ちいきぶ

念　地域文庫コレクション
んここれくしょん 桑名市立

くわなしりつちゅうおうとしょかん／へん

中央図書館／編 0130090582

CD 桑名藩
くわなはん

郡　義武／著
こおり　よしたけ／ちょ

0130092455

CD 久は奈昔話いろいろ
くわなむかしばなしいろいろ

太田　清吾／著
おおた　せいご／ちょ

0130092471

CD 士魂の海
しこんのうみ

芝　豪／著
しば　ごう／ちょ

0130092489

CD 志るべ石
しるべいし

桑名市教育委員会／編
くわなしきょういくいいんかい／へん

0130092497

CD 新　桑名歴史散歩
しん　くわなれきしさんぽ

西羽　晃／著
にしは　あきら／ちょ　

0130092505

CD 神門
しんもん

芝　豪／著
しば　ごう／ちょ

0130092513

CD 蒼翼の獅子たち
そうよくのししたち

志茂田　景樹／著
しもだ　かげき／ちょ

0130092521

CD 大河ドラマとふるさと桑員
たいがどらまとふるさとそういん

西村　健二／著
にしむら　けんじ／ちょ

0130092539

CD 熱情
ねつじょう

辻　和子／著
つじ　かずこ／ちょ

0130092547

CD 幕末の桑名
ばくまつのくわな

バーバラ寺岡／著
ばーばらてらおか／ちょ

0130092554

CD バリアフリー
ばりあふりー

伊藤 石英／著
いとう　せきえい／ちょ

0130090319

CD 万葉の旅
まんようのたび

上 犬養　孝／著
いぬかい　たかし／ちょ

0130092562

CD 万葉の旅
まんようのたび

中 犬養　孝／著
いぬかい　たかし／ちょ

0130092570

CD 万葉の旅
まんようのたび

下 犬養　孝／著
いぬかい　たかし／ちょ

0130090624

CD 無告のいしぶみ
むこくのいしぶみ

西村　美智子／著
にしむら　みちこ／ちょ

0130090616



CD 梁川星巌・紅蘭「京への道」
やながわせいがん・こうらん「きょうへのみち」

伊藤　宗隆／著
いとう　むねたか／ちょ

0130090608

CD わたしの母さん
わたしのかあさん

菊地　澄子／作
きくち　すみこ／さく

0130090590

桑名市立中央図書館　録音資料一覧表（マルチメディアDAISY） 2022.7.27現在

種　類 書　　名 巻　号 収録タイトル 資料コード

CD わいわい文庫2012
わいわいぶんこ２０１２

Ver.1
えほん　あいうえおにぎり
おおきなかぶ
ほか

0130090525

CD わいわい文庫2012
わいわいぶんこ２０１２

Ver.2
アナンシの帽子ふりおどり（ガーナの昔話）
チモとかしこいおひめさま（フィンランドの昔話）
ほか

0130090533

CD わいわい文庫2012
わいわいぶんこ２０１２

Ver.3
口で歩く
シノダ！　魔物の森のふしぎな夜
ほか

0130090541

CD わいわい文庫2013
わいわいぶんこ２０１３

Ver.1
おとうさんはウルトラマン
かぞえうたのほん
ほか

0130090517

CD わいわい文庫2013
わいわいぶんこ２０１３

Ver.2
いきもの超ひゃっか1～3
あたらしい関西のでんしゃずかん
ほか

0130090509

CD わいわい文庫2013
わいわいぶんこ２０１３

Ver.3
北の動物園できいた12のお話
ひろしまのピカ
ほか

0130090491

CD わいわい文庫2013 Ver.BLUE
いっすんぼうし
うらしまたろう
ほか

0130090483

CD わいわい文庫2014
わいわいぶんこ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
ほか

0130090442

CD わいわい文庫2014
わいわいぶんこ２０１４

Ver.2
銀のうでわ（中国の民話）
てくとこ　ずんすん
ほか

0130090459

CD わいわい文庫2014
わいわいぶんこ２０１４

Ver.3
アラスカ光と風
動物と向きあって生きる
ほか

0130090467

CD わいわい文庫2014 Ver.BLUE
イカロス君の大航海
ホシオくん　天文台へゆく
ほか

0130090475

CD わいわい文庫2015
わいわいぶんこ２０１５

Ver.1
おばけのバーバパパ
ぐりとぐら
ほか

0130090400

CD わいわい文庫2015
わいわいぶんこ２０１５

Ver.2
犬になった王子（チベットの民話）
海をわたった折り鶴
ほか

0130090418

CD わいわい文庫2015
わいわいぶんこ２０１５

Ver.3
漢字のかんじ
ねこの詩
ほか

0130090426

CD わいわい文庫
ぶんこ

2015 Ver.BLUE
因幡の白うさぎ
どーこだ！！～海の中のかくれんぼ～
ほか

0130090434

CD わいわい文庫2016
わいわいぶんこ２０１６

Ver.1
あのほし　なんのほし
かお　かお　どんなかお
ほか

0130090392

CD わいわい文庫2016
わいわいぶんこ２０１６

Ver.2
いきのびる魔法-いじめられている君へ-
石の巨人
ほか

0130090632

●これらの音訳CDは、桑名市内のボランティアの方々のご協力により作成されました



CD わいわい文庫2016
わいわいぶんこ２０１６

Ver.3
絵本　ひめゆり
エルトゥールル号の遭難
ほか

0130090640

CD わいわい文庫
ぶんこ

2016 Ver.BLUE
おとわの観音由来（大歳の火）
かみながひめ
ほか

0130090657

CD わいわい文庫2017
わいわいぶんこ２０１７

Ver.1
あいうえおのえほん
うしろにいるのだあれ
ほか

0130090665

CD わいわい文庫2017
わいわいぶんこ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
ほか

0130090673

CD わいわい文庫2017
わいわいぶんこ２０１７

Ver.3
キャシーのぼうし　きぼうのものがたり
空とぶ船と世界一のばか（ロシアのむかしばなし）
ほか

0130090681

CD わいわい文庫2017 Ver.BLUE
小倉百人一首　たて書版
道後温泉の鷺石と玉の石
ほか

0130090699

CD わいわい文庫2018
わいわいぶんこ２０１８

Ver.1
あしたもびょうきに　なりたいな！
アルファベット絵本
ほか

0130090707

CD わいわい文庫2018
わいわいぶんこ２０１８

Ver.2
きかんしゃ　やえもん
クッキーのおうさま
ほか

0130090715

CD わいわい文庫2018
わいわいぶんこ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
ほか

0130090723

CD わいわい文庫
ぶんこ

2018 Ver.BLUE
雨を降らせた竜
宇治の橋姫さん
ほか

0130090731

CD わいわい文庫2019
わいわいぶんこ２０１９

Ver.1
あかい　ろうそく
アストンの石
ほか

0130090749

CD わいわい文庫2019
わいわいぶんこ２０１９

Ver.2
アサガオ
カブトムシがいきる森
ほか

0130090756

CD わいわい文庫2019
わいわいぶんこ２０１９

Ver.3
栄養とカラダ　健康のすすめ！
おばあさんのひこうき
ほか

0130090772

CD わいわい文庫2020
わいわいぶんこ２０２０

Ver.1
あおい　ちきゅうの　いちにち
あおい　ともだち
ほか

0130092380

CD わいわい文庫2020
わいわいぶんこ２０２０

Ver.2
石の中のうずまき　アンモナイト
海をわたるツル
ほか

0130092398

CD わいわい文庫2020
わいわいぶんこ２０２０

Ver.3
あこがれお仕事いっぱい！せいふく図鑑
池の水をぬいた！ため池の外来生物がわかる本
ほか 0130092406

CD わいわい文庫2020
わいわいぶんこ２０２０

Ver.BLUE
長老むじな
嫁威しの面
ほか

0130092588

CD わいわい文庫2021
わいわいぶんこ２０２１

Ver.1
あおい　ちきゅうの　いちにち　サバンナ

あそぶ！
ほか 0130090574

CD わいわい文庫2021
わいわいぶんこ２０２１

Ver.2
アラスカ探検記
アレルギーって　なんだろう？
ほか

0130090780

CD わいわい文庫2021
わいわいぶんこ２０２１

Ver.3
ある晴れた夏の日
うんことカラダ
ほか

0130090798

CD わいわい文庫2021
わいわいぶんこ２０２１

Ver.BLUE
道陸神　標準語テキスト版
道陸神　方言テキスト版
ほか

0130090806

CD わいわい文庫2022
わいわいぶんこ２０２２

Ver.1
イヌ　カウ　コドモ
おともだちに　なってくれる？
ほか

0130090822

CD わいわい文庫2022
わいわいぶんこ２０２２

Ver.2
いちご
イルカと友達になれる海
ほか

0130090830



CD わいわい文庫2022
わいわいぶんこ２０２２

Ver.3
今、世界はあぶないのか？文化と多様性

絵で見るおふろの歴史
ほか

0130090848

CD わいわい文庫2022
わいわいぶんこ２０２２

Ver.BLUE
湯のくぼ伝説
とんでもくい
ほか

0130090855

桑名市立中央図書館　音訳資料一覧表（カセット） 2022.7.27現在

種　類 書　　名 巻　号 著　者 資料コード

カセット 愛することを伝える犬たち
あいすることをつたえるいぬたち

篠原　淳美／著
しのはら　あつみ／ちょ

0150112142

カセット いるるは走る
いるるははしる

大塚　篤子／作
おおつか　あつこ／さく

0112383963

カセット いろはのい
いろはのい

河内　卯一郎／著
かわち　ういちろう／ちょ　

0113251664

カセット ウェディング・ドレス
うぇでぃんぐ・どれす

黒田　研二／著
くろだ　けんじ／ちょ　

0112380662

カセット うしろ姿
うしろすがた

志水　辰夫／著
しみず　たつお／ちょ　

0113011191

カセット 恩讐の川面
おんしゅうのかわも

恩田　穣／著
おんだ　じょう／ちょ

0112380654

カセット 解読　桑名日記
かいどく　くわなにっき

『桑名日記』輪読会／編集
「くわなにっき」りんどくかい／へんしゅう

0113001382

カセット 海洋文学大賞受賞作品集
かいようぶんがくたいしょうじゅしょうさくひんしゅう

第４回 0112376611

カセット 柏崎日記
かしわざきにっき

渡辺　夸任子／著
わたなべ　くにこ／ちょ

0112376843

カセット 風の盆幻想
かぜのぼんげんそう

内田　康夫／著
うちだ　やすお／ちょ

0112388111

カセット 硝子細工のマトリョーシカ
がらすざいくのまとりょーしか

黒田　研二／著
くろだ　けんじ／ちょ

0113018311

カセット 桑名のいろは
くわなのいろは

桑名ふるさと検定実行委員会／編
くわなふるさとけんていじっこういいんかい／へん 0111466298

カセット 桑名の星影　「桑名日記」より
くわなのほしかげ　「くわなにっき」より

渡辺　夸任子／著
わたなべ　くにこ／ちょ

0150112563

カセット 桑名の民俗
くわなのみんぞく

堀田　吉雄／編
ほった　よしお／へん

0113004170

カセット 桑名藩
くわなはん

郡　義武／著
こおり　よしたけ／ちょ

0113134225

カセット 久は奈昔話いろいろ
くわなむかしばなしいろいろ

太田　清吾／著
おおた　せいご／ちょ

0150112191

カセット 久は奈昔話いろいろ
くわなむかしばなしいろいろ

第二輯 太田　清吾／著
おおた　せいご／ちょ

0150112241

●「わいわい文庫」は、公益財団法人伊藤忠記念財団が製作した「マルチメディアDAISY図書」の愛称です



カセット 口語訳古事記　完全版
こうごやくこじき　かんぜんばん

三浦　佑之／訳・注釈
みうら　すけゆき／やく・ちゅうしゃく

0113063663

カセット 口語訳古事記　完全版注釈
こうごやくこじき　かんぜんばんちゅうしゃく

三浦　佑之／訳・注釈
みうら　すけゆき／やく・ちゅうしゃく

0113069256

カセット 心を病んだ犬たち
こころをやんだいぬたち

篠原　淳美／著
しのはら　あつみ／ちょ

0150112217

カセット 薩摩義士
さつまぎし

鹿児島県育英財団／編
かごしまけんいくえいざいだん／へん

0150112316

カセット 士魂の海
しこんのうみ

芝　豪／著
しば　ごう／ちょ

0112383377

カセット 昭和を生きた新選組
しょうわをいきたしんせんぐみ

滝沢　中／著
たきざわ　あたる／ちょ

0113028286

カセット 志るべ石
しるべいし

『志るべ石』桑名市教育委員会／編集
「しるべいし」くわなしきょういくいいんかい／へんしゅう 0113407860

カセット 新　桑名歴史散歩
しん　くわなれきしさんぽ

西羽　晃／著
にしは　あきら／ちょ

0150112357

カセット 神門
しんもん

芝　豪／著
しば　ごう／ちょ

0150112399

カセット 蒼翼の獅子たち
そうよくのししたち

志茂田　景樹／著
しもだ　かげき／ちょ　

0113069215

カセット 大河ドラマとふるさと桑員
たいがどらまとふるさとそういん

西村　健二／著
にしむら　けんじ／ちょ

0113423883

カセット 知の樹海から
ちのじゅかいから

芝　豪／著
しば　ごう／ちょ

0150112456

カセット 月とよしきり
つきとよしきり

津本　陽／著
つもと　よう／ちょ

0112387188

カセット 天の楽曲
てんのがっきょく

芝　豪／著
しば　ごう／ちょ

0111235446

カセット 峠越え
とうげごえ

山本　一力／著
やまもと　いちりき／ちょ

0113030043

カセット 闘将伝
とうしょうでん

中村　彰彦／著
なかむら　あきひこ／ちょ

0112399753

カセット 梁川星巌・紅蘭「京への道」
やながわせいがん・こうらん「きょうへのみち」

伊藤　宗隆／著
いとう　むねたか／ちょ

0111463840

カセット 熱情
ねつじょう

辻　和子／著
つじ　かずこ／ちょ

0112384060

カセット 幕末の桑名
ばくまつのくわな

バーバラ寺岡／著
ばーばらてらおか／ちょ

0113011266

カセット 剥離の中で
はくりのなかで

松本　久美子／著
まつもと　くみこ／ちょ

0113034722

カセット ハッピーバースデー
はっぴーばーすでー

青木　和雄／著
あおき　かずお／ちょ

0112376009

カセット 蛤の話
はまぐりのはなし

堀田　吉雄／著，水谷　新左衛門／著
ほった　よしお／ちょ，みずたに　しんざえもん／ちょ 0112375894

カセット 宝永・富士大噴火
ほうえい・ふじだいふんか

芝　豪／著
しば　ごう／ちょ

0150112506



カセット 万葉の旅
まんようのたび

上 犬養　孝／著
いぬかい　たかし／ちょ

0113015853

カセット 万葉の旅
まんようのたび

中 犬養　孝／著
いぬかい　たかし／ちょ

0113000681

カセット 万葉の旅
まんようのたび

下 犬養　孝／著
いぬかい　たかし／ちょ

0113011217

カセット 無告のいしぶみ
むこくのいしぶみ

西村　美智子／著
にしむら　みちこ／ちょ

0113074462

カセット 乱流
らんりゅう

三宅　雅子／著
みやけ　まさこ／ちょ

0112380399

カセット 歴代天皇事典
れきだいてんのうじてん

高森　明勅／監修
たかもり　あきのり／かんしゅう

0113029573

カセット わたしの母さん
わたしのかあさん

菊地　澄子／作
きくち　すみこ／さく

0113067789

●これらの音訳カセットは、桑名市内のボランティアの方々のご協力により作成されました

●音訳カセットをご希望の方は、カウンターへお問い合わせください


