
番号 紙芝居　題名 作者(脚本） 画 製作 その他

1 けちんぼうの　ろしちょうじゃ 高橋　五山 輪島　清隆 幻灯社 インド民話

2 こびとのたから 高橋　五山 川本　哲夫 紙芝居研究所 朝鮮民話

3 さくら姫 豊田　三郎 石井　健之 教育画劇 日本名作童話紙芝居全集　①

4 ある島のきつね 浜田　広介 上柳　輝彦 教育画劇

5

6 なきねこ村のねずみが池 浜田　広介 斎藤　年弘 教育画劇 日本名作童話紙芝居全集　④

7 千里眼ものがたり 後藤　楢根 太賀　　正 教育画劇 日本名作童話紙芝居全集　⑦

8 小さい針の音 小川　未明 依光　　隆 教育画劇 日本名作童話紙芝居全集　⑧

9 かとんぼ物語 宇野　浩二 池上　隆三 教育画劇 日本名作童話紙芝居全集　⑨

10

11 しょうじきな人とずるい人 クロイロフ 六郷　僚一 教育画劇 世界名作童話紙芝居全集　②

12 ディックとねこ イギリス民話 渡辺　加三 教育画劇 世界名作童話紙芝居全集　③

13 ろば　ものがたり 動物名作物語紙芝居全集　③

14 灰色熊のワープ シートン 上野　維信 教育画劇 動物名作物語紙芝居全集　⑦

15 名犬ラッドものがたり ターヒューン 小谷野半二 教育画劇 動物名作物語紙芝居全集　⑨

16 白い牙 ロンドン 小島　　正 教育画劇 動物名作物語紙芝居全集　⑩

17 リア王 ｼｪｰｸｽﾋﾟｱ 鈴木　新夫 教育画劇 文芸名作紙芝居全集　

18 ベニスの商人 ｼｪｰｸｽﾋﾟｱ 松井　行正 教育画劇 文芸名作紙芝居全集　

19 ああ　無情　（上） ﾋﾞｸﾄﾙﾕｰｺﾞｰ 柿原　輝行 教育画劇 文芸名作紙芝居全集　①　

20 ああ　無情　（中） ﾋﾞｸﾄﾙﾕｰｺﾞｰ 柿原　輝行 教育画劇 文芸名作紙芝居全集　①　

21

22 うさこのぼうけん 福島のり子 西原比呂志 教育画劇 幼児テキスト紙芝居全集　⑬

23

24 月夜のむぎばたけ 大川　秀夫 西原比呂志 教育画劇

25 ベルさんとまもの 西村保史郎　教育画劇

26 東の長者と西の長者 日下喜美子 斎藤　長三 教育画劇 伝承童話紙芝居シリーズ　⑨

27

28 きのこの木の助 巌谷　小波 和田　義三 教育画劇 日本名作童話紙芝居全集　(１)

29 港についた黒んぼ 小川　未明 中尾　　彰 教育画劇 日本名作童話紙芝居全集　(8）

30 桃源にて 武者小路実篤 吉井　　忠 教育画劇 日本名作童話紙芝居全集　(9）

31 善太と三平 坪田　譲治 島津　敏文 教育画劇 日本名作童話紙芝居全集(12）

32 沈んだ鐘 吉田絃二郎 小谷野半二 教育画劇 日本名作童話紙芝居全集(15）

33 黒いきこりと白いきこり 広田　広介 渡辺　加三 教育画劇 日本名作童話紙芝居全集　(21）

34

35 鶴の湯物語 秋田　雨雀 中谷　　泰 教育画劇 日本名作童話紙芝居全集　(14）

36 犬物語 水谷まさる 西原比呂志 教育画劇 日本名作童話紙芝居全集　(24）

37 ハメルンの笛吹きおじさん ﾛﾊﾞｰﾄｸﾞﾗｳﾆﾝｸﾞ 石川　雅也 教育画劇 世界名作童話紙芝居全集　２

38 森の中の眠り姫 グリム 油野　誠一 教育画劇 世界名作童話紙芝居全集　９

39 魔法の指輪 レアンダー 斎藤　健三 教育画劇 世界名作童話紙芝居全集　(24）

40 みんなであそぼう 安井　　淡 小島　　正 教育画劇

41 わがまま太郎 宇野　浩二 石川　雅也 教育画劇 日本名作童話紙芝居全集　(14）

42 花の木村の盗人たち 新美　南吉 羽室　邦彦 教育画劇 日本名作童話紙芝居全集　(14）

紙　芝　居　一　覧　表



43 おさるのおむこさん 日下喜美子 中村　幸子 教育画劇 伝承童話紙芝居シリーズ　

44 太一の靴は世界一 日本名作童話紙芝居全集　(11）

45

46

47 イワンの馬鹿 トルストイ 永田　　力 教育画劇 世界名作童話紙芝居全集　(12）

48 雪ひめのプレゼント 福島のり子 松井　末雄 教育画劇 保育童話紙芝居シリーズ（７）

49 ふしぎな羽根 加藤　加江 富永　秀夫 教育画劇 保育童話紙芝居シリーズ（5）

50 ふくろうのそめものやさん 福島のり子 上柳　輝彦 教育画劇 保育童話紙芝居シリーズ（6）

51 彦一ばなし 大川　秀夫 和田　義三 教育画劇 伝承童話紙芝居全集　（5）

52 最後の一葉 オーヘンリー　安井　　淡 教育画劇 世界名作童話紙芝居全集・26

53 ちえの長者 鈴木三重吉 高宮　武夫 教育画劇 日本名作童話紙芝居全集　・４

54 パンヤの武勇伝 グリム 動坂　五郎 教育画劇 世界名作童話紙芝居全集・13

55

56

57 モニタの大サーカス 川崎　大治 渡辺　加三 教育画劇 日本名作童話紙芝居全集　（13）

58 おどろいた　やおやさん 加古　里子 石川　雅也 童心社 美しい心シリーズ

59 ゆかいなきっちょむさん 冨田　博之 前田　松男 教育画劇

60 三人の百姓 秋田　雨雀 井口　文秀 童心社 七色の珠玉選

61 えのうぐいすがほうほけきょう 坪田　譲治 中尾　　彰 童心社 紙芝居にっぽんのみんわ

62 おにのめん 稲庭　桂子 井口　文秀 童心社 紙芝居にっぽんのみんわ

63 かためのトラック 斎藤　せつ子沢田正太郎 童心社 美しい心シリーズ

64 ねずみのすもう 坪田　譲治 鈴木　寿雄 童心社 よいこの１２ヵ月

65 父のかんびょう アミーチス 小谷野半二 童心社 七色の珠玉選

66 ガタガタゴットンおんぼろぐるま 福島のり子 森国トキヒコ 教育画劇 〔社会〕向け作品

67

68

69 きいから子だぬき 堀尾　青史 池田仙三郎 童心社 紙芝居にっぽんのみんわ

70

71 空にのぼったおけやさん 三省堂 太賀　　正 教育画劇

72 キンショキショキ 豊島興志雄 西原比呂志 童心社 七色の珠玉選

73 のんきぼうず グリム センバ・太郎童心社 七色の珠玉選

74 おやのこすずめ 小出　正吾 後藤　光子 教育画劇

75

76 月へいった　たろう 加古　里子 北田　卓史 童心社 美しい心シリーズ

77 めいたんていがやってきた　 稲庭　桂子 斎藤としひろ童心社 美しい心シリーズ

78

79 あめひめさま シュトム 高橋　五山 童心社 美しい心シリーズ

80 ねずみの王様 ロフティング 石川　雅也 教育画劇 もりのおばあさん「１」

81 つばめの王様 安井　　淡 石川　雅也 教育画劇 もりのおばあさん「２」

82

83 いなばのしろうさぎ 堀尾　青史 中尾　　彰 童心社 日本五大ばなし

84 かぐやひめ 浜田　廣介 石井　健之 童心社 日本五大ばなし

85 いっすんぼうし 坪田　譲治 安　　　泰 童心社 日本五大ばなし

86 はなさかじじい 高橋　五山 鈴木　寿雄 童心社 日本五大ばなし



87 ぶんぶくちゃがま 川崎　大治 馬場のぼる 童心社 日本五大ばなし

88 おうさまとけらい 堀尾　青史 田代　寛哉 童心社 新しい生活指導シリーズ

89 もとへもどせば 早川　元二 小阪　　茂 童心社 新しい生活指導シリーズ

90 けんかのはじまりなんだっけ 川崎　大治 小谷野半二 童心社 新しい生活指導シリーズ

91 みんながとくをしちゃったら 小林　純一 山本　まつ子童心社 新しい生活指導シリーズ

92 こうつうあんぜん子どもかい 奈街　三郎 和田　義三 童心社 新しい生活指導シリーズ

93 キャラメルの箱 九十九　寛 水澤　　研 教育画劇 新版・日本名作・新美南吉編集（５）

94 北くんの犬はよわむしだい 吉野　弘子 伊藤　悌夫 教育画劇 新版・日本名作・新美南吉編集（３）

95 最後の胡弓ひき 長崎源之助 木川　秀雄 教育画劇 新版・日本名作・新美南吉編集（６）

96 牛をつないだつばきの木 長崎源之助 西原比呂志 教育画劇 新版・日本名作・新美南吉編集（２）

97 百しょうの足・坊さんの足 山口　あきら 斎藤としひろ教育画劇 新版・日本名作・新美南吉編集（４）

98

99 土のうえと土のした 福島のり子 石川　雅也 教育画劇 年少向け

100 いけつちやとんとん 平野　　直 渡辺　加三 教育画劇

101 よだかの星 宮沢　賢治 西原比呂志 教育画劇

102 いたずら 藤　　昌秀 野々口　重 教育画劇

103

104 さかなの村に花火があがる 角田　光男 斎藤　年弘 教育画劇

105 つきよとめがね 小川　未明 遠藤　てるよ童心社 よいこの１２ヵ月

106 とりのようにとんだひと 川崎　大治 鈴木未央子 童心社 美しい心シリーズ

107 ヨリンデとヨリンゲル グリム 小阪　　茂 童心社 美しい心シリーズ

108 ロボットのかいていたんけんたい加古　里子 北田　卓史 童心社 美しい心シリーズ

109 ちいさな　かんごふさん 高橋　五山 輪島　みなみ童心社 美しい心シリーズ

110 しろいむくいぬ クプーリン 輪島　清隆 童心社 美しい心シリーズ

111 しろいむくいぬ（後編） クプーリン 輪島　清隆 童心社 美しい心シリーズ

112 おかあさんなにほしい 稲庭　桂子 井口　文秀 童心社 美しい心シリーズ

113

114 おうさまとてっぽうのたま 佐藤　義美 油野　誠一 童心社 美しい心シリーズ

115 まつりのばん 宮沢　賢治 福田　庄助 童心社 宮沢賢治童話名作集

116 ばけるのって大へんさ 大熊　義和 水澤　　研 教育画劇

117

118 くらげのおつかい 吉野　弘子 伊藤　悌夫 教育画劇 名作紙芝居１２集　№３

119 はまひるがおのちいさなうみ 安田　　浩 小谷野半二 教育画劇 夢のふくらむシリーズ　２集

120 はなたれ小僧さま 長崎源之助 西原比呂志 教育画劇 名作紙芝居１２集（日本民話）

121 たつのこ　たろう（前・後） 松谷みよ子 久米　宏一 童心社 美しい心シリーズ

122 五色のしか 平田　晴彦 渡辺　加三 教育画劇 インド民話

123 はだかの王さま 筒井　敬介 水澤　　研 教育画劇 アンデルセン童話より

124 小さい灯明 保育紙芝居研究会 日本画劇

125 グスコーブドリの伝記（前編） 宮沢　賢治 滝平　二郎 童心社 宮沢賢治童話名作集

126 グスコーブドリの伝記（後編） 宮沢　賢治 滝平　二郎 童心社 宮沢賢治童話名作集

127

128

129 牛かけと山んば 長崎源之助 野々口　重 教育画劇 名作紙芝居１２集　№11

130



131

132 りょうしといぬ シートン 伊藤　悌夫 教育画劇 名作紙芝居１２集　№6

133 にのこの鬼っこ 大川　秀夫 西原比呂志 教育画劇 節分

134

135 つぼの中の大おとこ 福島のり子 西原比呂志 教育画劇 アラビアン・ナイトより

136 まほうのくびわ 松坂　忠則 中村　千尋 教育画劇 〔社会〕向け作品　（協力）

137 恩知らずの大臣 はやし　たかし加東　てい象教育画劇 〔社会〕向け作品　（謙虚な心）

138

139 豆っこ　太郎 川崎　大治 岡野　　和 童心社 日本むかしむかし

140 かわうそときつね（大昔の話） 堀尾　青史 松島　わさ子童心社 日本むかしむかし

141 とんだちょうじゃどん（鎌倉時代）堀尾　青史 二俣英五郎 童心社 日本むかしむかし

142 天人のよめさま 松谷みよ子 中尾　　彰 童心社 日本むかしむかし

143 はちがつぎ 木村　次郎 池田仙三郎 童心社 日本むかしむかし

144 いもころがし 川崎　大治 前川かずお 童心社 日本むかしむかし

145 ばけくらべ 松谷みよ子 亀井三重子 童心社 日本むかしむかし

146 ききみみずきん 堀尾　青史 田中　武紫 童心社 日本むかしむかし

147 つかまえたサンタクロース 樫葉　　勇 長江　録弥 童心社 日本むかしむかし

148 こびとと　いもむし 紙芝居研究会 もり　としき 日本画劇

149 やまたのおろち 金明　悦子 輪島　清隆 教育画劇 豊かな心シリーズ　日本神話より

150 赤いろうそく 新美　南吉 野々口　重 教育画劇 豊かな心シリーズ　

151 よしのは島 浜田　広介 輪島みなみ 教育画劇 ひろすけ童話紙芝居

152 木竜うるし 福島　のり子 池田仙三郎 教育画劇 名作紙芝居１２集（日本民話）

153 ちいさなちいさな　きつねの話 長崎源之助 箕田源三郎 教育画劇 ゆたかな心シリーズ

154

155 ねずみの大りょこう 奈街　三郎 高橋　透 童心社 美しい心シリーズ

156 いいとこないでしょで 寺村　輝夫 和歌山静子 教育画劇 ゆたかな心シリーズ

157 ニセモノばんざい 寺村　輝夫 和歌山静子 教育画劇

158 たんぼのなかの一けんや イギリス童謡 田中　純一 童心社

159

160 石のスープ 佐野美津男 水澤　　研 教育画劇

161 ゆうびんやさんのウオーカーてくるさんチャペック兄弟田畑　精一 童心社

162 はとのアルノー シートン 油野　誠一 童心社 美しい心シリーズ

163

164

165

166 雪の日のポピー 小沢　　正 野々口　重 教育画劇 たのしい生活シリーズ

167 あーんあーん 星　　　真一 斎藤　年弘 教育画劇

168

169 けんかじしゃく　なかよしじしゃく 清水みえ子 石川　雅也 童心社 よいこの１２ヵ月

170 ちびちゃん・ふたごのいつつご 高橋　五山 高橋　五山 童心社 童心社紙芝居傑作選

171 たつのこ　たろう 松谷みよ子 久米　宏一 童心社 童心社紙芝居傑作選

172 太郎熊・次郎熊　（前） 川崎　大治 まつやまふみお童心社 童心社紙芝居傑作選

172 太郎熊・次郎熊　（後） 川崎　大治 まつやまふみお童心社 童心社紙芝居傑作選

174 きんのがちょう 川崎　大治 田中　武紫 童心社 グリム童話傑作選



175 こびととくつや 稲庭　桂子 富永　秀夫 童心社 グリム童話傑作選

176 ハンスのしあわせ 堀尾　青史 篠原　勝之 童心社 グリム童話傑作選

177 おいしい　おかゆ 堀尾　青史 井上　洋介 童心社 グリム童話傑作選

178 おにと　おひめさま 堀尾　青史 田島　征三 童心社 グリム童話傑作選

179 としよりいぬズルタン 小林　純一 箕田源三郎 童心社 グリム童話傑作選

180 ひとうち　七つ 川崎　大治 高橋　恒喜 童心社 グリム童話傑作選

181

182 たんたかたんとすーらすーら 鈴木三枝子 笠原八重子 童心社 よいこの１２ヵ月

183 たべられた　やまんば 松谷みよ子 二俣英五郎 童心社 民話かみしばい傑作集

184 おにと　はつゆめ 大川　悦生 岡野　　和 童心社 よいこの１２ヵ月（正月）

185 パズルとうの　大じけん 亀井三重子 武川　明子 童心社 よいこの１２ヵ月

186 ひよこちゃん チュコスキー 二俣英五郎 童心社 美しい心シリーズ

187 ピッグボーイ　ドンちゃん 前川かずお 川島　美子 童心社 美しい心シリーズ

188 ほうびははんぶん 柴野　民三 清水　祐幸 教育画劇 幼児の空想力と美しい心を育てるシリーズ

189 ドングリたろう 奈街　三郎 西村　達馬 教育画劇 心をはぐくむシリーズ

190 天下一の馬 奈街　三郎 太賀　　正 教育画劇 心をはぐくむシリーズ

191 きつねうりとたぬきうり 長崎源之助 若葉　　圭 教育画劇 心をはぐくむシリーズ

192 やぎのかわ 吉野　弘子 西原　ひろし教育画劇 心をはぐくむシリーズ

193 ばけものとこばん 長崎源之助 池田仙三郎 教育画劇 心をはぐくむシリーズ

194 おひなさまとドレミのこびと 安田　　浩 石川　雅也 教育画劇 夢のふくらむシリーズ

195 大きな　だいこん 川崎　大治 小林　和子 童心社 幼児かみしばい

196 りんりん　かぽかぽ 川崎　大治 若山　　憲 童心社 幼児かみしばい

197 きんたろうさん 川崎　大治 沢井一三郎 童心社 幼児かみしばい

198 バナナ　れっしゃ 川崎　大治 林　　俊夫 童心社 幼児かみしばい

199 もじゃもじゃペータ 川崎　大治 水澤　　研 童心社 幼児かみしばい

200 うさぎ　うさぎ 小林　純一 椎野　利一 童心社 わらべうたシリーズ

201 ちゅうきちのおしょうがつ 小林　純一 林　　俊夫 童心社 わらべうたシリーズ

202 おやまのこもりうた 堀尾　青史 松島　わき子童心社 わらべうたシリーズ

203 はないちもんめ 堀尾　青史 斉藤　年弘 童心社 わらべうたシリーズ

204 とおりゃんせ 渡辺　泰子 小谷野半二 童心社 わらべうたシリーズ

205 やぎさんふとって　でんがらどん 北欧民話 福田　庄助 童心社 たのしい世界名作選

206 ぴーたー　うさぎ ポッター 林　　俊夫 童心社 たのしい世界名作選

207 七わのからす グリム 油野　誠一 童心社 たのしい世界名作選

208 ながぐつをはいた　ねこ ペロー 村岡　　登 童心社 たのしい世界名作選

209 ちびくろ・さんぼ バンナーマン二俣英五郎 童心社 たのしい世界名作選

210 天のくーるく 横笛　太郎 石橋　三宣 童心社 美しい心シリーズ

211 ケーキだほいほい 堀尾　青史 久保　雅勇 童心社 よいこの１２ヶ月

212 わっしょいわっしょい　ぶんぶんぶんかこ　さとし 宮下　　森 童心社 かこさとし紙芝居傑作選

213 てんぐとかっぱとかみなりどん かこ　さとし 二俣英五郎 童心社 かこさとし紙芝居傑作選

214 ひよこのくろちゃん かこ　さとし 瀬名　恵子 童心社 かこさとし紙芝居傑作選

215 チョコレートカステラだいじけん かこ　さとし 北田　卓央 童心社 かこさとし紙芝居傑作選

216 かるかやバレーがっこう かこ　さとし 小阪　　茂 童心社 かこさとし紙芝居傑作選

217 いちにのさっちゃん かこ　さとし かこ　さとし 童心社 よいこの１２ヶ月

218 かねもちでんからごんえもん かこ　さとし かこ　さとし 童心社 美しい心シリーズ



219 ねずみ　ちょうじゃ 川崎　大治 久保　雅勇 童心社

220 安寿とずし王　（上） 森　　鴎外 久米　宏一 童心社 日本児童文学名作選

221 安寿とずし王　（下） 森　　鴎外 久米　宏一 童心社 日本児童文学名作選

222

223 ふきの下の神様 宇野　浩二 滝平　二郎 童心社 日本児童文学名作選

224 杜子春 芥川龍之介 小谷野半二 童心社 日本児童文学名作選

225 りゅうの目のなみだ 浜田　廣介 川本　哲夫 童心社 日本児童文学名作選

226 かたきうちの話 新美　南吉 輪島　清隆 童心社 日本児童文学名作選

227 少年駅伝夫 鈴木三重吉 箕田源三郎 童心社

228 ジャングルジムのじゃんぐる 川北りゅうじ 杉浦　範茂 童心社 よいこの１２ヶ月

229 おけやのてんのぼり 川崎　大治 二俣英五郎 童心社 童心社ベスト紙芝居　第１集

230 ピーターパン　（前編） Ｊ・Ｍ・バリー 長島　克夫 童心社 美しい心シリーズ

231 ピーターパン　（後編） Ｊ・Ｍ・バリー 長島　克夫 童心社 美しい心シリーズ

232 ばけばけ　５（ファイブ） 前川かずお 前川かずお 童心社 美しい心シリーズ

233 おかあさんのはなし アンデルセン岩崎ちひろ 童心社 Ｓ25年度文部大臣賞受賞

234 へんでもわいいっこなし 早川　元二 久保　雅勇 童心社 Ｓ36年度文部大臣賞受賞

235 とけいの　３じくん 奈街　三郎 西原比呂志 童心社 Ｓ34年度文部大臣賞受賞

236

237 少年と子だぬき 佐々木たず 遠藤てるよし童心社 Ｓ35年度厚生大臣賞受賞

238 ほしのおひめさま 石井　桃子 小谷野半二 童心社 Ｓ35年度厚生大臣賞受賞

239 三日めのかやの実 浜田　廣介 安　　　泰 童心社 Ｓ34年度厚生大臣賞受賞

240 かさじぞう 松谷みよ子 松山ふみお 童心社 松谷みよ子民話珠玉選

241 したきりすずめ 松谷みよ子 堀内　誠一 童心社 松谷みよ子民話珠玉選

242

243 いなくなったポコ 清水たみ子 西村　達馬 教育画報

244 おさるとかがみ 宮下　全司 前田　松男 教育画報 心をはぐくむシリーズ

245 １２の月のものがたり（前編） マルシャーク 金沢　佑光 童心社 童心社紙芝居傑作選

246 １２の月のものがたり（中編） マルシャーク 金沢　佑光 童心社 童心社紙芝居傑作選

247 １２の月のものがたり（後編） マルシャーク 金沢　佑光 童心社 童心社紙芝居傑作選

248 火のとり　（前編） ｱﾌｪﾅｰｼｪﾌ 箕田源三郎 教育画報

249 火のとり　（後編） ｱﾌｪﾅｰｼｪﾌ 箕田源三郎 教育画報

250 はくちょう　（前編） アンデルセン金沢　佑光 童心社

251 はくちょう　（後編） アンデルセン金沢　佑光 童心社

252 うみにしずんだ　おに 松谷みよ子 二俣英五郎 童心社 松谷みよ子民話珠玉選

253 りゅうぐうのおよめさん 松谷みよ子 遠藤てるよ 童心社 松谷みよ子民話珠玉選

254 がらがら九すけ 青木　きみ 水澤　　研 童心社 よいこの保健・安全シリーズ

255 たからものばこつくり 清水えみ子 田代寛哉 童心社 よいこの保健・安全シリーズ

256 おおきくなるには 堀尾　青史 前川かずお 童心社 よいこの保健・安全シリーズ

257 ちょっとまってのけんちゃん 清水えみ子 林　　俊夫 童心社 よいこの保健・安全シリーズ

258 ありんこ　がっこう 福田　　和 石川　雅也 童心社 よいこの保健・安全シリーズ

259 ロボット・ロボののぼりぼう 古田　足日 田畑　精一 童心社 よいこの保健・安全シリーズ

260 ミーコちゃんとあそぼう 小林　純一 鈴木たお子 童心社 よいこの保健・安全シリーズ

261 じしんだ　たいへん 八木田宜子 和歌山静子 童心社 安全教育シリーズ

262 パパねこつりへ 堀尾　青史 和歌山静子 童心社 幼児創作かみしばい集



263 チーちゃんはかくのがすき 高橋　太代 和歌山静子 教育画報 ２・３歳児かわいい八つのおはなし

264

265 みんなおそろい 八木田宜子 多田ヒロシ 童心社 こぐまシリーズ（２・３歳児紙芝居）

266

267 こぐまのこぐちゃん 堀尾　青史 富永　秀夫 童心社 こぐまシリーズ（２・３歳児紙芝居）

268 わんわんちゃん 堀尾　青史 久保　雅勇 童心社 こぐまシリーズ（２・３歳児紙芝居）

269 おさじさん 松谷みよ子 瀬名　恵子 童心社 こぐまシリーズ（２・３歳児紙芝居）

270 ひとりではいたら 清水えみ子 山本　まつ子童心社 こぐまシリーズ（２・３歳児紙芝居）

271 にげたくれよん 八木田宜子 田畑　精一 童心社 こぐまシリーズ（２・３歳児紙芝居）

272 あさがおアパート 清水えみ子 久保　雅勇 童心社 小さな生物のせかい

273 せみがおとなになるとき 川崎　大治 徳田徳志芸 童心社 小さな生物のせかい

274 かめさんのふゆごもり 今井誉次郎 竹川功三郎 童心社 小さな生物のせかい

275 おたまじゃくしの１０１ちゃん かこ　さとし 仲川　道子 童心社 小さな生物のせかい

276 もりの　ぶらんこ 東　　君平 和歌山静子 童心社 こぐまシリーズ（２・３歳児紙芝居）

277 あおむし　だれのこ 与田　準一 武智みつえ 童心社 小さな生物のせかい

278 たんばりん　じゃじゃん 八木田宜子 和歌山静子 童心社 こぶたシリーズ（２・３歳児紙芝居）

279 こうしちゃん 堀尾　青史 久保　雅勇 童心社 こぶたシリーズ（２・３歳児紙芝居）

280 いたずら　かにくん 滝山さなみ 駒井　啓子 童心社 こぶたシリーズ（２・３歳児紙芝居）

281 あかいめ　あおいめ しみずみちを 山本　まつ子童心社 こぶたシリーズ（２・３歳児紙芝居）

282 ぬいぐるみになった　ころちゃん 小林　純一 佐野　洋子 童心社 こぶたシリーズ（２・３歳児紙芝居）

283 とおせんぼ　だあれ 香山　美子 高井佐和子 童心社 こぶたシリーズ（２・３歳児紙芝居）

284 おおきな　おおきな　き 瀬名　恵子 瀬名　恵子 童心社 こぶたシリーズ（２・３歳児紙芝居）

285 人魚ひめ 堀尾　青史 岩崎ちひろ 童心社 いわさきちひろ画・紙芝居選

286 お月さまいくつ 稲葉　佳子 岩崎ちひろ 童心社 いわさきちひろ画・紙芝居選

287 雪の女王 稲葉　佳子 岩崎ちひろ 童心社 いわさきちひろ画・紙芝居選

288

289 とんまな　おおかみ 堀尾　青史 福田　庄助 童心社 世界むかしばなし（ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ）

290 バー・コーのかいぶつたいじ 八木田宜子 織茂　恭子 童心社 世界むかしばなし（ﾍﾞﾄﾅﾑ）

291 まほうのふで 川崎　大治 二俣英五郎 童心社 世界むかしばなし（中国）

292 イワンのばか トルストイ 土方　重巳 童心社 世界むかしばなし（ﾛｼｱ）

293 くさずきんのおひめさま 上地ちづ子 小出　保子 童心社 世界むかしばなし（ｲｷﾞﾘｽ）

294 たぬきのかあさんうさぎ 塩原ゆかり 野々口　重 童心社 日本の動物記シリーズ

295 おうむのしろちゃん　ねこのしろちゃん 椋　　鳩十 上野　　収 童心社 日本の動物記シリーズ

296 はな子さん 堀尾　青史 二俣英五郎 童心社 日本の動物記シリーズ

297 ほたかのきょうだいぐま 戸川　幸夫 吉崎　正己 童心社 日本の動物記シリーズ

298 マツとおばあちゃん 戸川　幸夫 田代　三善 童心社 日本の動物記シリーズ

299 かわうそ 椋　　鳩十 水澤　　研 童心社 日本の動物記シリーズ

300 こびとと　くつや 稲葉　佳子 富永　秀夫 童心社 グリム童話傑作選

301 きんの　がちょう 川崎　大治 田中　武紫 童心社 グリム童話傑作選

302 としよりいぬ　ズルタン 小林　純一 箕田源三郎 童心社 グリム童話傑作選

303 おにと　おひめさま 堀尾　青史 田島　征三 童心社 グリム童話傑作選

304

305 おいしい　おかゆ 堀尾　青史 井上　洋介 童心社 グリム童話傑作選

306 ひとうち　七つ 川崎　大冶 高橋　恒喜 童心社 グリム童話傑作選



307 ハンスのしあわせ 堀尾　青史 篠原　勝之 童心社 グリム童話傑作選

308 ごんたさんのうなぎとり 川崎　大冶 金沢　佑光 童心社 川崎大治名作紙芝居選

309 はいいろくびの　のがも 川崎　大冶 安　　　泰 童心社 川崎大治名作紙芝居選

310 おさるさんの　ふえ 川崎　大冶 松山ふみお 童心社 川崎大治名作紙芝居選

311 ぱんくがえる・ぺちゃんこがえる 堀尾　青史 二俣英五郎 童心社 たのしいイソップ

312 おひさまと　きたかぜ 川崎　大治 西村　繁男 童心社 たのしいイソップ

313 のねずみと　まちねずみ 稲葉　佳子 長島　克夫 童心社 たのしいイソップ

314 よくばり　わんくん 堀尾　青史 久保　雅勇 童心社 たのしいイソップ

315 りっぱなつのの　しか 八木田宜子 新坂かずお 童心社 たのしいイソップ

316 しろい　からす 上地ちづ子 福田　庄助 童心社 たのしいイソップ

317 おおえやまの　おに（前編） 関　きよし 須々木　博 童心社 長編紙芝居劇場

318 おおえやまの　おに（中編） 関　きよし 須々木　博 童心社 長編紙芝居劇場

319 おおえやまの　おに（後編） 関　きよし 須々木　博 童心社 長編紙芝居劇場

320 母をたずねて　（前編） アミーチス 武部本一郎 童心社 長編紙芝居劇場

321 母をたずねて　（中編） アミーチス 武部本一郎 童心社 長編紙芝居劇場

322 母をたずねて　（後編） アミーチス 武部本一郎 童心社 長編紙芝居劇場

323 たぬき学校 今井誉次郎 和田　義三 童心社 紙しばい名作選

324 のばら 小川　未明 桜井　　誠 童心社 紙しばい名作選

325 あらそい アミーチス 輪島　清隆 童心社 紙しばい名作選

326 つるのおんがえし 日本民話 中尾　　彰 童心社 紙しばい名作選

327 きんいろのさかな プーシキン 久米　宏一 童心社 紙しばい名作選

328 ななつのほし トルストイ 小谷野半二 童心社 紙しばい名作選

329 みにくいあひるのこ アンデルセン井口　文秀 童心社 紙しばい名作選

330 しょうじきなきこり イソップ 小阪　　茂 童心社 紙しばい名作選

331 おくびょう　うさぎ 川崎　大治 若山　　薫 童心社 紙しばい名作選（インド童話）

332 ますとおじさん 浜田　廣介 安　　　泰 童心社 紙しばい名作選

333 いなむらの火 川崎　大治 福田　庄助 童心社 日本人の力シリーズ

334 咸臨丸　太平洋横断 堀尾　青史 油野　誠一 童心社 日本人の力シリーズ

335 青の洞門 堀尾　青史 小谷野半二 童心社 日本人の力シリーズ

336 箱根用水 川崎　大治 久米　宏一 童心社 日本人の力シリーズ

337 伝染病菌とのたたかい 菅　　忠道 桜井　　誠 童心社 日本人の力シリーズ-北里柴三郎-

338 雨ニモマケズ 稲葉　佳子 吉井　　忠 童心社 日本人の力シリーズ

339 稲の恩人 来栖　良夫 金野　新一 童心社 日本人の力シリーズ

340 ちいさな　ちいさな　たまごから 稲葉　佳子 西原比呂志 童心社 たのしい社会と生活シリーズ

341 おとうさんは　うんてんしゅ 八木田宜子 高橋　　透 童心社 たのしい社会と生活シリーズ

342 うれしい　おてがみ 川島　美子 西村　達男 童心社 たのしい社会と生活シリーズ

343 ぼくは　うみの子 堀尾　青史 津田　光郎 童心社 たのしい社会と生活シリーズ

344 おこめだ　わっしょい 堀尾　青史 富永　秀夫 童心社 たのしい社会と生活シリーズ

345 あさのさんぽ 小林　純一 久保　雅勇 童心社 たのしい社会と生活シリーズ

346 さっちゃんと　めうし 上地ちづ子 椎野　利一 童心社 たのしい社会と生活シリーズ

347 ちからたろう 川崎　大治 滝平　二郎 童心社 童心社ベスト紙芝居

348 ねこと　ごむまり 与田　準一 安　　　泰 童心社 童心社ベスト紙芝居

349 なぞなぞ　むこどん 佐藤　義則 久米　宏一 童心社 美しい心シリーズ

350 どこへ　いくのかな？ 堀尾　青史 久保　雅勇 童心社 童心社ベスト紙芝居



351 ちいさな　きかんしゃ 池田　善郎 津田　光郎 童心社 童心社ベスト紙芝居

352 はなしのかばちゃん 堀尾　青史 高橋　　透 童心社 童心社ベスト紙芝居

353 あたまにりんごのせられる？ 紙芝居を作る会 久保　雅勇 童心社 美しい心シリーズ

354 あひるのこどもと　おばあさん かこ　さとし 矢田あつ子 童心社 よいこの12ヶ月

355 がんばれ　モグラン 川北　亮司 長島　克夫 童心社 美しい心シリーズ

356 ぞうさん　ありがとう 川崎　大治 久保　雅勇 童心社 美しい心シリーズ

357

358 とんとんとん 前川かずお 前川かずお 童心社

359 おににさらわれた　あねこ 小谷　章三 須々木　博 童心社 日本民話紙芝居選おばけがいっぱい

360 ゆきおんな 桜井　信夫 箕田源三郎 童心社 おばけがいっぱい

361 たのきゅう 渋谷　　勲 藤田　勝治 童心社 おばけがいっぱい

362 のっぺらぼう 渋谷　　勲 小沢　良吉 童心社 おばけがいっぱい

363 じいさまときつね 増田　尚子 二俣英五郎 童心社 おばけがいっぱい

364 ばけものでら 水谷　章三 宮本　忠夫 童心社 おばけがいっぱい

365

366 へんてこ　おじさん 前川かずお 前川かずお 童心社 わらいとユーモア大行進

367 きょうりゅう　かみなりぼうや 伊東　章夫 伊東　章夫 童心社 わらいばなしがいっぱい

368 ふみちゃん　だいしっぱい 今村　洋子 今村　洋子 童心社 わらいばなしがいっぱい

369 こんぴゅうたろう　①きえたたまご多田ヒロシ 多田ヒロシ 童心社 わらいばなしがいっぱい

370 こんぴゅうたろう　②なくなったおさいせん 多田ヒロシ 多田ヒロシ 童心社 わらいばなしがいっぱい

371 あんもち　みっつ 小谷　章三 宮本　忠夫 童心社 わらいばなしがいっぱい

372 じごく　けんぶつ 小谷　章三 藤田　勝治 童心社 わらいばなしがいっぱい

373 ねずみきょう 武士田　忠 渡辺　有一 童心社 わらいばなしがいっぱい

374 いたずら　ぎつね 桜井　信夫 藤田　勝治 童心社 わらいばなしがいっぱい

375 しりなりべら 渋谷　　勲 福田　庄助 童心社 わらいばなしがいっぱい

376 かっぱのすもう 渋谷　　勲 梅田　俊作 童心社 わらいばなしがいっぱい

377 しりやのめいじん 望月新三郎 金沢　佑光 童心社 わらいばなしがいっぱい

378 あやとり　あひるの　あいうえお 高木あき子 多田ヒロシ 童心社 よいこの12ヶ月

379 だれが　みてたかな 清水えみ子 草間　俊行 童心社 よいこの12ヶ月

380 ムシべ－マンがんばる エイネル 長島　克夫 童心社 よいこの12ヶ月

381 くさむらのなかには 得田　之久 得田　之久 童心社 よいこの12ヶ月

382 ラッコのあかちゃん 岡野　薫子 岡野　薫子 童心社 よいこの12ヶ月

383 ぴかぴかのおくりもの 川田百合子 月田　孝吉 童心社 よいこの12ヶ月

384 ひだりてくん　みぎてくん 金城多真子 やべみつのり童心社 よいこの12ヶ月

385 よるの　どうぶつえん 杉浦　　宏 きくちひでお 童心社 よいこの12ヶ月

386 サンタクロース８号 武部　幸生 高橋　　透 童心社 よいこの12ヶ月

387 どんどんやまにはかえってきてね市川　信夫 三上　友也 童心社 よいこの12ヶ月

388 いたずらぽっぽどけい ときわひろみ 藤枝　つう 童心社 よいこの12ヶ月

389 さよなら　がらくたロボット 北川幸比呂 金沢　佑光 童心社 よいこの12ヶ月

390

391 むくむく　ぽっかり　ほんわりこ まついのりこ まついのりこ童心社 とびだすせかい

392 るるの　おうち まついのりこ まついのりこ童心社 とびだすせかい

393 ねぼすけ　こびと まついのりこ 福知　トシ 童心社 とびだすせかい

394 たから　さがし まついのりこ まついのりこ童心社 とびだすせかい



395 ごきげんのわるいコックさん まついのりこ ひょうしぎ 童心社 とびだすせかい

396 ぶたのいつつご 高橋　五山 高橋　五山 童心社 高橋五山集

397 ちびちゃん 高橋　五山 瀬名　恵子 童心社 高橋五山集

398 にこにこ　ぷんぷん 高橋　五山 林　　俊夫 童心社 高橋五山集

399

400 池にうかんだびわ 川崎　大治 小谷野半二 童心社 童心社ベスト紙芝居

401 ひらけ　ごま　　（前編・後編） 堀尾　青史 徳田徳志芸 童心社 アラビアン・ナイトより

402 ハーメルンのふえふき　（前・後）稲葉　佳子 箕田源三郎 童心社 童心社紙芝居傑作集ドイツ伝説

403 交通安全紙芝居（ムーミン） 全日本交通安全協会

404 たこや　たこざえもん 水谷　章三 藤田　勝治 童心社 日本民話紙芝居選

405 なぞなぞなあに 渋谷　　勲 若山　　憲 童心社 日本民話紙芝居選

406 なぞの　あねさま 桜井　信夫 清水　耕蔵 童心社 日本民話紙芝居選

407 たけいっｐん　しおいっしょう 若林　一郎 西山　三郎 童心社 日本民話紙芝居選

408 ひこいちどんの　かさやさん 水谷　章三 小川　　陽 童心社 日本民話紙芝居選

409 きつねの　なきいろ 渋谷　　勲 前川かずお 童心社 日本民話紙芝居選

410 となりのはなは　いたかった 望月新三郎 梅田　俊作 童心社 日本民話紙芝居選

411 いたずら　おばけ 堀尾　青史 仲川　道子 童心社 家庭版紙芝居（小型）

412 さるとかに 松谷みよ子 松谷みよ子 童心社 家庭版紙芝居（小型）

413 おおきくおおきくおおきくなあれ まついのりこ まついのりこ童心社 年少版かみしばい

414 よいしょ　よいしょ まついのりこ まついのりこ童心社 よいこの12ヶ月

415 カチャーシーをおどろうよ 真栄城栄子 まついのりこ童心社 沖縄かみしばい劇場

416 かりゆしの海 まついのりこ まついのりこ童心社 沖縄かみしばい劇場

417 とんとんからり　とんからり 鎌田佐多子 仲地のぶひで童心社 沖縄かみしばい劇場

418 みっつかな？ まついのりこ まついのりこ童心社 たのしいかずのせかい

419 ぺちゃぺちゃ　くつちゃん まついのりこ まついのりこ童心社 たのしいかずのせかい

420 しずかにしずかに まついのりこ まついのりこ童心社 たのしいかずのせかい

421 なかまよ　ふえろ まついのりこ まついのりこ童心社 たのしいかずのせかい

422 ふしぎなつぼ まついのりこ まついのりこ童心社 たのしいかずのせかい

423

424 てんから　おだんご 高橋　五山 金沢　佑光 童心社 ベスト紙芝居　ぴよぴよ５

425 まるぱん　ころころ 川崎　大治 鈴木　寿雄 童心社 ベスト紙芝居　ぴよぴよ５

426 こぶたの　まーち 村上　佳子 堀内　誠一 童心社 ベスト紙芝居　ぴよぴよ５

427 ひよこちゃん チュコフスキー二俣英五郎 童心社 ベスト紙芝居　ぴよぴよ５

428 のんびりハチコがんばる 相沢るつ子 相沢るつ子 教育画報 ちいさな虫のなかまたち

429 すてきな　おんがくかい 古味　正康 古味　正康 教育画報 ちいさな虫のなかまたち

430 バッタくんの　かくれんぼ 仲川　道子 仲川　道子 教育画報 ちいさな虫のなかまたち

431 げんきなげんごろう　ゲンちゃん 宮西　達也 宮西　達也 教育画報 ちいさな虫のなかまたち

432 ぐんたと　つくつくぼうし 山本　省三 山本　省三 教育画報 ちいさな虫のなかまたち

433

434 わりこみ　こんすけ なかえよしを 上野　紀子 教育画報 なかよし・社会

435 よりかかりのタプ 関　　信子 津田　直美 教育画報 自立・社会

436 おしろドーナツとまちドーナツ よしざわよしこ相沢　るつ子教育画報 ユーモア・言語

437 けろがのった　せんすいかん 古味　正康 古味　正康 教育画報 くふう・自然

438 やどかりのひっこし 山脇　　恭 椎野　利一 教育画報 ユーモア・自然



439 白いつえの　おじさん 福田　岩緒 福田　岩緒

440 おとうさんのひみつの木 ときわひろみ 夏目　尚吾

441 おっぴちゃんはまほうつかい ときわひろみ 渡辺　享子

442 あひるのおうさま 堀尾　青史 田島　征三 童心社 ベストセレクション　フランス民話

443 おとうさん 与田　準一 田畑　精一 童心社 ベストセレクション　スマトラ民話

444 おねぼうな　じゃがいもさん 村山　寿子 村山　知義 童心社 ベストセレクション

445 はなのすきなおじいさん 小林　純一 小谷野半二 童心社 ベストセレクション

446 ふーちゃんのそり 神沢　利子 梅田　俊作 童心社 ベストセレクション

447 ふくはうち　おにもうち 藤田　勝治 藤田　勝治 童心社 ベストセレクション

448 てんとう虫のチム 得田　之久 得田　之久 童心社 ベストセレクション

449 天人のはごろも 堀尾　青史 丸木　　俊 童心社 ベストセレクション

450 きたかざのくれたテーブルかけ 川崎　大治 桜井　　誠 童心社 ベストセレクションノルウエー民話

451 きつねと　ごんろく 馬場のぼる 馬場のぼる 童心社 ベストセレクション

452 どうする？どうする？みんなならときわひろみ 多田ヒロシ

453 やっくんのおたんじょうび 高木　あきこ 鈴木　幸枝

454 ちびぞうのまき 吉田　足日 田畑　精一 童心社 ロボット・カミィ

455 げきあそびのまき 吉田　足日 田畑　精一 童心社 ロボット・カミィ

456 おみせやさんごっこ 吉田　足日 田畑　精一 童心社 ロボット・カミィ

457 ロボットのくにへかえるのまき 吉田　足日 田畑　精一 童心社 ロボット・カミィ

458 とりのみ　じっちゃ 斉藤　　純 宮本　忠夫 童心社 とんとむかしがたり

459 せんとくの　おかね 佐々木　悦 箕田源三郎 童心社 とんとむかしがたり

460 びっきのぼうさま 小浦　享子 小浦　享子 童心社 とんとむかしがたり

461 とのさまからもらったごほうび 山路　愛子 渋谷　正斗 童心社 とんとむかしがたり

462 おまんじゅうのすきなとのさま 日下部由美子 篠崎　三郎 童心社 とんとむかしがたり

463 びんぼうがみと　ふくのかみ 鈴木　敏子 二俣英五郎 童心社 とんとむかしがたり

464 ぴょんぴょんぼたもち 高木あきこ 中沢　正人 日本ユーモア民話

465

466 ゲンさんのてんのぼり 菊池　　俊 塩田　守男 教育画報 日本のユーモア民話

467 およめさんにばけたきつね 吉田　タキノ 田中　秀幸 教育画報 日本のユーモア民話

468 まほうのこなぐすり 小野　和子 西村　郁雄 教育画報 日本のユーモア民話

469 くいしんぼうのおしょうさん 鬼塚　りつ子 藤本　四郎 教育画報 日本のユーモア民話

470 へちま　ばあさん 山口　節子 大和田美鈴 童心社 お年寄りとのふれあい(バリアフリー）

471 まつの木のプレザント 竹田　佳代 上田　義晴 童心社 小児ガンの子をはげます　（〃）

472 ゆっくりゆっくり 岡田　なおこ 尾崎　曜子 童心社 脳性麻痺の子といっしょ　　（〃）

473 みんなのあかちゃんモルモット 今関　信子 夏目　尚吾 童心社 知的障害の子の理解　　　（〃）

474 ひろしとひまわり 西村　由紀子やべみつのり童心社 自閉症のおともだち　　　　（〃）

475 また、あおうね 宮崎二美枝 高橋　　透 童心社 外国人との交流　　　　　　〈〃）

476 王さまをたすけたまじょ 高木　あき子 奥田　怜子 教育画報 まじょさん　こんにちは？

477 ちびっこまじょのパセリちゃん 山末　やすえひらのてつお教育画報 まじょさん　こんにちは？

478 まほうのぼうがとんできた 東川　洋子 新堂　渓子 教育画報 まじょさん　こんにちは？

479 なまけもののまじょ 宗方あゆむ 島田コージ 教育画報 まじょさん　こんにちは？

480 まじょの　まあ！！じょうず 木曽　秀夫 木曽　秀夫 教育画報 まじょさん　こんにちは？

481 ふたごのまじょキュラとミュラ 山本　和子 毛利　将範 教育画報 まじょさん　こんにちは?

482 とびだせ！ももたろう やすいすえこ中沢　正人 教育画報 へんてこ日本むかしばなし

仙台市社会福祉協議会

仙台市社会福祉協議会

仙台市社会福祉協議会

仙台市社会福祉協議会

仙台市社会福祉協議会



483 サルカニ　まごがっせん 菊池　　俊 山口みねやす教育画報 へんてこ日本むかしばなし

484 おむすびころりん　大はっけん 等力　じん 津田　直美 教育画報 へんてこ日本むかしばなし

485 かぐやひめがやってきた 舟崎　克彦 篠崎　三郎 教育画報 へんてこ日本むかしばなし

486 うらしまたろうをおいかけろ！ 浅川　じゅん 土屋富士夫 教育画報 へんてこ日本むかしばなし

487 くいしんぼうのいっすんぼうし 本田　カヨ子 藤本　四郎 教育画報 へんてこ日本むかしばなし

488 雪わたり 宮沢　賢治 若山　　憲 童心社 宮沢賢治童話名作集

489 ちきゅうのなかまとなぞなぞなあに やべみつのり

490 クック・ドゥルドゥ　おかいもの トヨタ 交通安全紙芝居

491 へいちゃんとひとしちゃんの旅 日本赤十字宮城県支部

492 パピンとチュルのさかなつり トヨタ 交通安全紙芝居

493

494 ロボット・カミィ ロボット・カミィ

495 ロボット・カミィ ロボット・カミィ

496 ロボット・カミィ ロボット・カミィ

497 ロボット・カミィ ロボット・カミィ

498 あひるのおうさま 堀尾　青史 田島　征三 童心社 ベストセレクションフランス民話

499 おうさま　さぶちゃん 馬場のぼる 馬場のぼる 童心社 ベストセレクション

500 ふーちゃんのそり 神沢　利子 梅田　俊作 童心社 ベストセレクション

501 天人のはごろも 堀尾　青史 丸木　　俊 童心社 ベストセレクション

502 ひーらいた　ひーらいた まついのりこ まついのりこ童心社 ベストセレクション

503 くいしんぼうのまんまるおに 松井エイコ 松井エイコ 童心社 ベストセレクション

504 ひよこちゃん チュコフスキー二俣英五郎 童心社 童心社ベスト紙芝居　ぴよぴよ５

505 象牙の櫛

506 であった　ときは 北川　リア いたやさとし

507 いたいのいたいのとんでいけ～

508 たからさがし トヨタ 交通安全紙芝居

509 パピンのサッカー トヨタ 交通安全紙芝居

510 ムーミンとヘンシンマン トヨタ 交通安全紙芝居

511 クックおねえちゃんのおつかい トヨタ 交通安全紙芝居

512 うちゅうからともだちやってきた トヨタ 交通安全紙芝居

513 へんしん　クックママ トヨタ 交通安全紙芝居

514 クックおかしのくにの大ぼうけん トヨタ 交通安全紙芝居

515 ともだちきねんび 岡田なおこ 長野ヒデ子

516 だーれのて？ やべみつのりやべみつのり

517 そらからタマゴがおちてきた トヨタ 交通安全紙芝居

518 もぐらおじさんごめんね トヨタ 交通安全紙芝居

519 しましまとぴかっぴかっ トヨタ 交通安全紙芝居

520 ケキシダビトン トヨタ 交通安全紙芝居

521 ピカピカひかってまもってくれる トヨタ 交通安全紙芝居

522 もぐもぐ　どうぶつえん はしもとゆたかはしもとゆたか教育画劇 年少向　食育紙芝居

523 ころころころ　くるりん！ 長野ヒデ子 長野ヒデ子 教育画劇 年少向　食育紙芝居

524 ちゃんとちゃんとでおいしいね おおきひろみおおきひろみ教育画劇 年少向　食育紙芝居

525 スプーンとフォークつかえるよ にへいたもつ笹沼　香 教育画劇 年少向　食育紙芝居

526 ごっくん！なにをのもうかな 藤巻　吏絵 佐藤　繁 教育画劇 年少向　食育紙芝居

サークルいきいき放課後

仙台市社会福祉協議会

仙台市社会福祉協議会

仙台市社会福祉協議会（福祉紙芝居研究会）

プイ・ドク・サエン 日本・ベトナム紙芝居交流の会

小さな親切運動本部



527 めざまし　ごはん にへいたもつつがねちかこ教育画劇 年少向　食育紙芝居

528 おうちはどこだ？ 小山　友子 小山　友子 教育画劇 年少向　食育紙芝居

529 ありがとう　ごちそうさま わしおとしこ すなやまえみこ教育画劇 年少向　食育紙芝居
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570



571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

















紙しばい名作選（インド童話）







お年寄りとのふれあい(バリアフリー）



童心社ベスト紙芝居　ぴよぴよ５


