
書　　　　　　名 著　者　名（絵） 出版社 資料番号

１  青の洞門(紙しばい日本人の力シリーズ) 　小谷野 半二 童心社 31431617

２  あおむしだれのこ(小さな生物のせかい) 　武智 みつえ 童心社 31431532

３  アカトンボ(フォトかみしばいかがくのアルバム) 　 あかね書房 31432733

４  アゲハチョウ(フォトかみしばいかがくのアルバム) 　 あかね書房 31432723

５  アゲハチョウたんじょう！（年少向け写真かみしばい　今村光彦のふしぎがいっぱい！むしのせかい　第２集）  今森 光彦 教育画劇 32080125

６  あげはのルン(童心社のベスト紙芝居) 　得田 之久 童心社 31431450

７  アサガオ(フォトかみしばいかがくのアルバム) 　 あかね書房 31432725

８  あさがおアパート(小さな生物のせかい) 　久保 雅勇 童心社 31431529

９  アブラゼミ(フォトかみしばいかがくのアルバム) 　 あかね書房 31432734

１０  あま～いにおいのアメンボくん（みぢかないきものなまえの由来） 　中谷 靖彦 教育画劇 32110919

１１  アムンゼン(紙芝居　伝記シリーズ) 　津田 光郎 教育画劇 31510056

１２  雨ニモマケズ(紙しばい日本人の力シリーズ) 　吉井 忠 童心社 31431621

１３  ありのぼうけん(小さな生物のせかい) 　宮下 森 童心社 31431530

１４  ありんこありりはくいしんぼう（年少向写真かみしばい　今村光彦のふしぎがいっぱい！むしのせかい） 　今森 光彦 教育画劇 32076161

１５  アンネフランクの希望(平和紙芝居私たちの声をきいて　１) 　小倉 玲子 汐文社 32032690

１６  いけからでると・・・(童心社のベスト紙芝居) 　得田 之久 童心社 31431449

１７  いちばんおおきなばった（年少向写真かみしばい　今村光彦のふしぎがいっぱい！むしのせかい） 　今森 光彦 教育画劇 32076158

１８  いつでもどこでもいただきます！－サンドイッチのはじまり－(いろんなもののはじまりかみしばい) 　鈴木 博子 教育画劇 32032530

１９  いなむらの火 (紙しばい日本人の力シリーズ) 　福田 庄助 童心社 31431618

２０  稲の恩人(紙しばい日本人の力シリーズ) 　金野 新一 童心社 31431622

２１  イルカのルカ(げんきななかまシリーズ) 　福田 岩緒 童心社 31431549

２２  うみがめジェーンまたきてね(どうぶつ感動かみしばい) 　鈴木 幸枝 教育画劇 32032554

２３  うみにしずんだおに(THE OGRE WHO SANK DOWN TO THE BOTTOM OF THE SEA) 　二俣 英五郎 童心社 31510084

２４  うみべのおともだち(しぜんといきもの第1集) 　前田 賢 教育画劇 31379496

２５  エジソン(紙芝居　伝記シリーズ) 　野々口 重 教育画劇 31510057

２６  おうむのしろちゃん ねこのしろちゃん(日本の動物記シリーズ) 　上野 収 童心社 31431623



２７  オオムラサキのおかあさん(ゆたかなこころシリーズ) 　渡辺 享子 童心社 31484998

２８  おじいちゃんとふるいしゃしん－地球温暖化－(みんなでまもろうネ！ちきゅうくん) 　藤本 四郎 教育画劇 32007367

２９  おたまたまごろう(童心社のベスト紙芝居) 　若山 憲 童心社 31431447

３０  おひめさまのおきにいり－アイスクリームのはじまり－(いろんなもののはじまりかみしばい) 　岡本 美子 教育画劇 32032527

３１  かえってきたサケ(しぜんはともだち) 　花之内 雅吉 教育画劇 32032537

３２  カエル(フォトかみしばいかがくのアルバム) 　 あかね書房 31432730

３３  かえるケロスケ（みぢかないきものなまえの由来） 　浅間 とおる 教育画劇 32110920

３４  カタツムリ(フォトかみしばいかがくのアルバム) 　 あかね書房 31432731

３５  カタツムリくん（年少向け写真かみしばい　今村光彦のふしぎがいっぱい！むしのせかい　第２集）  今森 光彦 教育画劇 32080123

３６  かたつむりさんこんにちは(げんきななかまシリーズ) 　横内 襄 童心社 31484996

３７  カブトムシ(フォトかみしばいかがくのアルバム) 　 あかね書房 31432728

３８  かぶとむしのぶんた(しぜんといきもの第1集) 　椎野 利一 教育画劇 31379495

３９  かまくらのおしょうがつ(しぜんといきもの第2集冬秋編) 　田中 秀幸 教育画劇 31379493

４０  紙芝居日本国憲法　1　憲法のあゆみ 汐文社 31357231

４１  紙芝居日本国憲法　2　ヒロシマへ行って 汐文社 31357232

４２  紙芝居日本国憲法　3　クラス委員はだれだ？ 汐文社 31357233

４３  紙芝居日本国憲法　4　がんばれ！勇くん 汐文社 31357234

４４  紙芝居日本国憲法　5　どんぐり山子どもの森公園 汐文社 31357235

４５  かめさんのふゆごもり(小さな生物のせかい) 　竹川 功三朗 童心社 31431528

４６  かわうそ(日本の動物記シリーズ) 　水沢 研 童心社 31431628

４７  がんばれ！きょうりゅうステゴザウルス(ふしぎなきょうりゅうのせかい) 　伊東 章夫 教育画劇 31509717

４８  咸臨丸太平洋横断(紙しばい日本人の力シリーズ) 　油野 誠一 童心社 31431619

４９  きょうりゅうチャンピオンはティラノサウルス(ふしぎなきょうりゅうのせかい) 　安中 哲司 教育画劇 31509720

５０  きょうりゅうってなんだろう(ゆたかなこころシリーズ) 　黒川 光広 童心社 31431559

５１  キリギリス(フォトかみしばいかがくのアルバム) 　 あかね書房 31432740

５２  くいしんぼうのまんまるおに(かずとかたちのファンタジー) 　松井 エイコ 童心社 32031349

５３  くぬぎのもりのしょくどう(童心社のベスト紙芝居) 　得田 之久 童心社 31431448



５４  クマさんのふゆごもり(しぜんといきもの第2集秋冬編) 　椎野 利一 教育画劇 31379489

５５  クワガタムシ(フォトかみしばいかがくのアルバム) 　 あかね書房 31432724

５６  ゲンジボタルのゲンちゃん（年少向け写真かみしばい　今村光彦のふしぎがいっぱい！むしのせかい　第２集）  今森 光彦 教育画劇 32080126

５７  原爆の子さだ子の願い(平和紙芝居私たちの声をきいて　３) 　江口 準次 汐文社 32032692

５８  こうしちゃん(こぶたシリーズ) 　久保 雅勇 童心社 31379290

５９  コロンブス(紙芝居　伝記シリーズ) 　輪島 清隆 教育画劇 31510054

６０  さかなたちとのおやくそく－水の大切さ－(みんなでまもろうネ！ちきゅうくん) 　おぐら ひろかず 教育画劇 32007363

６１  さようならツバメさん(しぜんといきもの第2集秋冬編) 　安井 康二 教育画劇 31379488

６２  ザリガニ(フォトかみしばいかがくのアルバム) 　 あかね書房 31432738

６３  ザリガニのあか（ともだちだいすき）  仲川道子 童心社 32079994

６４  したきりすずめ(THE TONGUE-CUT SPARROW) 　堀内 誠一 童心社 31510083

６５  ジャガイモ(フォトかみしばいかがくのアルバム) 　 あかね書房 31432725

６６  じゃがいもの花がさいたよ(ゆたかなこころシリーズ) 　島津 和子 童心社 31484979

６７  ジャングルへかえったオランウータン(ゆたかなこころシリーズ) 　福田 岩緒 童心社 31484991

６８  白旗をかかげて(平和紙芝居私たちの声をきいて　４) 　渡辺 享子 汐文社 32032693

６９  スイスイゲンゴロウくん（年少向け写真かみしばい　今村光彦のふしぎがいっぱい！むしのせかい　第２集）  今森 光彦 教育画劇 32080122

７０  せみがおとなになるとき(小さな生物のせかい) 　徳田 徳志芸 童心社 31431531

７１  セミくんがおようふくをきがえたら・・・（年少向写真かみしばい　今森光彦のふしぎがいっぱい！むしのせかい） 　今森 光彦 教育画劇 32076154

７２  せんそうのおはなし　わかやまのくうしゅう 　山本 喜美子 31569400

７３  ぞうきばやしのむしたち（年少向け写真かみしばい　今村光彦のふしぎがいっぱい！むしのせかい　第２集）  今森 光彦 教育画劇 32080124

７４  ぞうのあかちゃんへのプレゼント－リサイクル－(みんなでまもろうネ！ちきゅうくん) 　毛利 将範 教育画劇 32007364

７５  ぞうのパオはにんきもの(どうぶつ感動かみしばい) 　篠原 良隆 教育画劇 32032558

７６  そらのうんてんしゅ(かずとかたちのファンタジー) 　松井 エイコ 童心社 32031348

７７  そらまめおいしい！（食育かみしばい・おいしいね、うれしいね！） 　宮本 忠夫 童心社 32110504

７８  だいこんできた！(げんきななかまシリーズ) 　藤本 四郎 童心社 31431552

７９  たいふうがきた(しぜんといきもの第2集秋冬編) 　多田 ヒロシ 教育画劇 31379491

８０  たぬきとかあさんうさぎ(日本の動物記シリーズ) 　野々口 重 童心社 31431624



８１  たべられたやまんば(HOW THE WHICH WAS EATEN UP) 　二俣 英五郎 童心社 31510087

８２  タポちゃんのたび(しぜんといきもの第1集) 　ながよし かよ 教育画劇 31379494

８３  タンポポ(フォトかみしばいかがくのアルバム) 　 あかね書房 31432736

８４  ちょっとまって！ドンキチくん－省エネ－(みんなでまもろうネ！ちきゅうくん) 　藤本 ともひこ 教育画劇 32007368

８５  ツバメ(フォトかみしばいかがくのアルバム) 　 あかね書房 31432726

８６  つばめのおやこ(童心社のベスト紙芝居） 　駒井 啓子 童心社 31431473

８７  つよいぞ！カマキリくん（年少向け写真かみしばい　今村光彦のふしぎがいっぱい！むしのせかい　第２集）  今森 光彦 教育画劇 32080127

８８  ててて（年少向けおひさまこんにちは） 　片山 健 童心社 32111618

８９  てるてるてんきになあれ－てるてるぼうずのはじまり－(いろんなもののはじまりかみしばい) 　西村 達馬 教育画劇 32032526

９０  伝染病菌とのたたかい(紙しばい日本人の力シリーズ) 　桜井 誠 童心社 31431620

９１  てんとうむしのテム(紙芝居ベストセレクション第1集) 　得田 之久 童心社 31569175

９２  てんとうむしのテム(童心社のベスト紙芝居) 　得田 之久 童心社 31431451

９３  てんまであがれ－たこあげのはじまり－(いろんなもののはじまりかみしばい) 　勝又 進 教育画劇 32032531

９４  トキのあかちゃん！(どうぶつ感動かみしばい) 　田中 秀幸 教育画劇 32032559

９５  トマトはかせのきょうりゅうどうぶつえん(ふしぎなきょうりゅうのせかい) 　中島 ざぼう 教育画劇 31509716

９６  ドングリ(フォトかみしばいかがくのアルバム) 　 あかね書房 31432729

９７  とんだ！とんだ！ひこうきがとんだ！－ひこうきのはじまり－(いろんなもののはじまりかみしばい) 　西村 郁雄 教育画劇 32032528

９８  トンボくんとなかまたち（年少向写真かみしばい　今森光彦のふしぎがいっぱい！むしのせかい） 　今森 光彦 教育画劇 32076156

９９  トンボになったヤン(しぜんといきもの第1集) 　清水 耕蔵 教育画劇 31379499

１００  ナイチンゲール(紙芝居　伝記シリーズ) 　小谷野 半二 教育画劇 31510055

１０１  ななつのほしのてんとうむし（年少向写真かみしばい　今森光彦のふしぎがいっぱい！むしのせかい） 　今森 光彦 教育画劇 32076157

１０２  ナナホシテントウ(フォトかみしばいかがくのアルバム) 　 あかね書房 31432727

１０３  にぎやかなあきさがそう(しぜんといきもの第2集秋冬編) 　小出 保子 教育画劇 31379490

１０４  二度と（平和かみしばい） 　松井 エイコ 童心社 32077722

１０５  日本の歴史　１　野尻湖の狩人 汐文社 31357201

１０６  日本の歴史　２　丸木舟に乗って 汐文社 31357202

１０７  日本の歴史　３　いくさのなかの米づくり 汐文社 31357203



１０８  日本の歴史　４　大王の墓 汐文社 31357204

１０９  日本の歴史　５　馬子と聖徳太子 汐文社 31357205

１１０  日本の歴史　６　みつぎの塩 汐文社 31357206

１１１  日本の歴史　７　エミシのいかり 汐文社 31357207

１１２  日本の歴史　８　平将門 汐文社 31357208

１１３  日本の歴史　９　荒れた羅城門 汐文社 31357209

１１４  日本の歴史　10　源平の戦い 汐文社 31357210

１１５  日本の歴史　11　いざ鎌倉 汐文社 31357211

１１６  日本の歴史　12　元と戦う 汐文社 31357212

１１７  日本の歴史　13　百姓の勝ちどき 汐文社 31357213

１１８  日本の歴史　14　長篠の戦い 汐文社 31357214

１１９  日本の歴史　15　ヨーロッパへ行った少年たち 汐文社 31357215

１２０  日本の歴史　16　シャクシャインの戦い 汐文社 31357216

１２１  日本の歴史　17　紅花の里 汐文社 31357217

１２２  日本の歴史　18　蘭学の夜明け 汐文社 31357218

１２３  日本の歴史　19　小○の旗 汐文社 31357219

１２４  日本の歴史　20　沖縄にきた黒船 汐文社 31357220

１２５  日本の歴史　21　陸蒸気と小学校 汐文社 31357221

１２６  日本の歴史　22　自由の旗 汐文社 31357222

１２７  日本の歴史　23　野麦峠をこえて 汐文社 31357223

１２８  日本の歴史　24　おかかたちの米騒動 汐文社 31357224

１２９  日本の歴史　25　雨ニモマケズ 汐文社 31357225

１３０  日本の歴史　26　赤い夕日 汐文社 31357226

１３１  日本の歴史　27　雪山に生きぬく十三年 汐文社 31357227

１３２  日本の歴史　28　嘉代子ざくら 汐文社 31357228

１３３  日本の歴史　29　リンゴの歌 汐文社 31357229

１３４  日本の歴史　30　ノーモア＝ヒバクシャ 汐文社 31357230



１３５  にんじんの花(ゆたかなこころシリーズ) 　島津 和子 童心社 31431560

１３６  のばら（平和かみしばい） 　桜井 誠 童心社 32077723

１３７  のんびりきょうりゅうのんのん(ふしぎなきょうりゅうのせかい) 　田中 秀幸 教育画劇 31509718

１３８  箱根用水(紙しばい日本人の力シリーズ) 　久米 宏一 童心社 31431616

１３９  はしれ！くるまいすのいぬはなこ(どうぶつ感動かみしばい) 　岡本 美子 教育画劇 32032556

１４０  はな子さん(日本の動物記シリーズ) 　二俣 英五郎 童心社 31431625

１４１  はみがきがすきなカバのデカオ(どうぶつ感動かみしばい) 　塩田 守男 教育画劇 32032557

１４２  はやくめをだせ(おはなしバラエティ第2集) 　山内 恵美子 教育画劇 31379452

１４３  はらっぱでみつけたよ（みぢかないきものなまえの由来） 　あきくさ あい 教育画劇 32110917

１４４  はらぺこきょうりゅうおおあばれ(ふしぎなきょうりゅうのせかい) 　間瀬 なおかた 教育画劇 31509715

１４５  ピカリ、ゴロゴロ(しぜんといきもの第1集) 　夏目 尚吾 教育画劇 31379497

１４６  ヒマワリ(フォトかみしばいかがくのアルバム) 　 あかね書房 31432732

１４７  平和のちかい（平和かみしばい） 　佐藤 忠良 童心社 32077721

１４８  ベーブ＝ルース(紙芝居　伝記シリーズ) 　中村 まさあき 教育画劇 31510058

１４９  ベトちゃん・ドクちゃん(平和紙芝居私たちの声をきいて　２) 　相沢 るつ子 汐文社 32032691

１５０  ヘレン・ケラー(紙芝居　伝記シリーズ) 　輪島 みなみ 教育画劇 31510052

１５１  へんしーん(かずとかたちのファンタジー) 　松井 エイコ 童心社 32031346

１５２  ぼくはてんとうむし（みぢかないきものなまえの由来） 　村田 エミコ 教育画劇 32110916

１５３  ぼくらはむしのがっしょうだん（年少向け写真かみしばい　今村光彦のふしぎがいっぱい！むしのせかい　第２集）  今森 光彦 教育画劇 32080128

１５４  ほたかのきょうだいぐま(日本の動物記シリーズ) 　吉崎 正巳 童心社 31431626

１５５  ほんとにほんとにゴミかな？－ゴミの話－(みんなでまもろうネ！ちきゅうくん) 　岡本 美子 教育画劇 32007366

１５６  まーるのなかまさがし(かずとかたちのファンタジー) 　松井 エイコ 童心社 32031350

１５７  まぐろがまぐろになったわけ（みぢかないきものなまえの由来） 　平田 景 教育画劇 32110915

１５８  マツとおばあちゃん(日本の動物記シリーズ) 　田代 三善 童心社 31431627

１５９  まほうのことばるるるのる(かずとかたちのファンタジー) 　松井 エイコ 童心社 32031347

１６０  まんまるダンゴムシ（年少向写真かみしばい　今村光彦のふしぎがいっぱい！むしのせかい） 　今森 光彦 教育画劇 32076160

１６１  ミケとちゅうたとちゅうちゅ（みぢかないきものなまえの由来） 　久本 直子 教育画劇 32110918



１６２  ミツバチのごちそう（年少向け写真かみしばい　今村光彦のふしぎがいっぱい！むしのせかい　第２集）　  今森 光彦 教育画劇 32080121

１６３  むかしむかしのハブラシは？－ハミガキのはじまり－(いろんなもののはじまりかみしばい) 　塩田 守男 教育画劇 32032529

１６４  むしのおうさまカブトムシ（年少向写真かみしばい　今森光彦のふしぎがいっぱい！むしのせかい） 　今森 光彦 教育画劇 32076159

１６５  メダカ(フォトかみしばいかがくのアルバム) 　 あかね書房 31432737

１６６  もうどうけんベルタ(どうぶつ感動かみしばい) 　藤本 四郎 教育画劇 32032555

１６７  もぐはかせのきょうりゅうってなあに？(ふしぎなきょうりゅうのせかい) 　山本 省三 教育画劇 31509719

１６８  元従軍慰安婦スボクさんの決心(平和紙芝居私たちの声をきいて　５) 　渡辺 皓司 汐文社 32032694

１６９  もりのあばれんぼうクワガタくん（年少向写真かみしばい　今森光彦のふしぎがいっぱい！むしのせかい） 　今森 光彦 教育画劇 32076155

１７０  森のふしぎなこえ(ゆたかなこころシリーズ) 　渡辺 享子 童心社 31431569

１７１  もりはみんなのたからもの－森の話－(みんなでまもろうネ！ちきゅうくん) 　鈴木 幸枝 教育画劇 32007365

１７２  やっとみつけた(しぜんといきもの第1集) 　田沢 梨枝子 教育画劇 31379498

１７３  らいねんはなにどし？(HOW THE YEARS WERE NAMED) 　金沢 佑光 童心社 31510085

１７４  りすさんのどんぐりさがし(しぜんといきもの第2集秋冬編) 　田沢 梨枝子 教育画劇 31379492

１７５  りゅうの目のなみだ(THE DRAGON'S TEARS) 　川本 哲夫 童心社 31510086

１７６  リンカーン(紙芝居　伝記シリーズ) 　伊藤 展安 教育画劇 31510053

１７７  わたり鳥(フォトかみしばいかがくのアルバム) 　 あかね書房 31432739

１７８  かぶとむしのかぶちゃん（ともだちだいすき） 　仲川 道子 童心社 321142838

１７９  おかあさんのうた（ゆたかなこころシリーズ） 　渡辺 享子 童心社 315694646

１８０  めだかのめめちゃん（ともだちだいすき） 　仲川 道子 童心社 321181794

１８１  象牙の櫛 　ブイ・ドク・リエン日本・ベトナム紙芝居交流の会316386044

１８２  みつばちのはにーちゃん 　仲川 道子 童心社 322072513

１８３  ユックのおさんぽ 　山本 祐司 童心社 322078452

１８４  ホタルくんとカエルさん 　きしら まゆこ 埼玉福祉会 322110529

１８５  テーマのきめかた 　きしら まゆこ 埼玉福祉会 322101973

１８６  図書館へようこそ！ 　きしら まゆこ 埼玉福祉会 322101957

１８７  百科事典の引きかた 　きしら まゆこ 埼玉福祉会 322101965

１８８  本ってどうやってつかうの？（目次と索引） 　きしら まゆこ 埼玉福祉会 322111899



１８９  本ってどうやってできたの？上 　きしら まゆこ 埼玉福祉会 322111873

１９０  本ってどうやってできたの？下 　きしら まゆこ 埼玉福祉会 322111881

１９１  とんだとんだ！コウノトリ 　後藤 範行 童心社 322119298

１９２  おこうおばさんの平和のいのり 　梅田 俊作 童心社 322119272

１９３  初めて世界一周した日本人　若宮丸漂流 　松本 昭英 東松島市図書館 325998573

１９４  みのむしくん 　いちかわ なつこ 童心社 322125352

１９５  アイフィンガーガエル（自然科学紙芝居シリーズ　１） 　北島 英雄 埼玉福祉会 322127432

１９６  シオマネキ（自然科学紙芝居シリーズ　２） 　北島 英雄 埼玉福祉会 322127440

１９７  マングローブは海の森（自然科学紙芝居シリーズ　３） 　北島 英雄 埼玉福祉会 322127457

１９８  報告書ってなあに？ 　きしら まゆこ 埼玉福祉会 322134115

１９９  報告書を書くまえに 　きしら まゆこ 埼玉福祉会 322134123

２００  報告書を書こう！ 　きしら まゆこ 埼玉福祉会 322134131

２０１  やさしいおともだち　英語版　THE KIND FRIENDS 　瀬名　恵子 童心社 322089921

２０２  ともだちだーれ？　英語版　WHO'S THEIR FRIEND? 　和歌山 静子 童心社 322089913

２０３  りんごくんのおうちはどこ？　英語版　WHERE IS APPLE'S HOME? 　とよた かずひこ 童心社 322089939

２０４  ひーらいたひーらいた　仏語版　UNE CHANSON POUR PIPPO 　まつい のりこ 童心社 322106733

２０５  みんなでぽん！　英語版　EVERYBODY CLAP! 　まつい のりこ 童心社 322094566

２０６  おおきくおおきくおおきくなあれ　英語版　GROW GROW GROW BIGGER 　まつい のりこ 童心社 322094541

２０７  ひよこちゃん　英語版　BABY CHICK 　二俣 英五郎 童心社 322094558

２０８  はらぺこきょうりゅうスピノ  やました こうへい 童心社 322142647

２０９  よのぎだんごぺったん 　土田　義晴 童心社 322142639

２１０  はえとりぐものはっちゃん 　タダ　サトシ 童心社 322146242

２１１  ホッキョクグマのおかあさん 　鈴木　幸枝 童心社 322160144

２１２  はしれきょうりゅうパラーサ 　やました　こうへい 童心社 322169608

２１３  トンボさんのぐるぐるレポート栗林彗星の虫の目カメラ写真紙芝居 　栗林彗星 教育画劇 322171315

２１４  くさむらのおうさまカマキリ 　栗林彗星 教育画劇 322171307

２１５  ぼくらバッタのなかまたち 　栗林彗星 教育画劇 322171299



２１６  きょうもげんきにおしごとだ 　栗林彗星 教育画劇 322171281

２１７  ぼくは、クワガタ 　栗林彗星 教育画劇 322171273

２１８  つよいぞ！カブトムシジョニー 　栗林彗星 教育画劇 322171265

２１９  とべとべブーン 　栗林彗星 教育画劇 322171257

２２０  かおかおだあれ？ 　栗林彗星 教育画劇 322171240

２２１  あぶらぜみのあぶちゃん 　タダ　サトシ 童心社 322174210

２２２  おばあちゃんの人形 　沸教大学社会福祉学部黒岩ゼミ本の泉社 322179128

２２３ おとうさんのおみまい 　大橋　慶子 教育画劇 322179995

２２４ なっぱのおれい 　亀澤　裕也 教育画劇 322180001

２２５ オニのごちそう 　藤本　四郎 教育画劇 322180019

２２６ こめだしえびすさま 　いわぶち　さちこ 教育画劇 322180027

２２７ なすおばけ 　大野　八生 教育画劇 322180035

２２８ おおきいねこちいさいねこ 　伊野　考行 教育画劇 322180043

２２９ 図書館ってなあに？（調べ学習紙芝居シリーズ　１６） 　赤木　かん子 埼玉福祉会 322183708

２３０ 定義ってなあに？（調べ学習紙芝居　１７） 　赤木　かん子 埼玉福祉会 322183716

２３１ テーマのきめかた（調べ学習紙芝居　２） 　赤木　かん子 埼玉福祉会 322183724

２３２ 図書館へようこそ！（調べ学習紙芝居　１） 　赤木　かん子 埼玉福祉会 322183732

２３３ 百科事典の引きかた（調べ学習紙芝居　３） 　赤木　かん子 埼玉福祉会 322183740

２３４ 分類ってなあに？（調べ学習紙芝居　１８） 　赤木　かん子 埼玉福祉会 322183757

２３５ たべられないよアレルギー（保健衛生のかみしばいまいにちげき） 　鈴木　幸枝 童心社 323092098

２３６ かぜヒッキーをやっつけろ！（保健衛生のかみしばいまいにちげき） 　礒　みゆき 童心社 323092072

２３７ くまくんのあさごはんとうばん（保健衛生のかみしばいまいにちげき） 　中谷　晴彦 埼玉福祉会 323092080

２３８ 数詞のひみつ１皿と１切れ 　きしら まゆこ　 埼玉福祉会 323092007

２３９ 数詞のひみつ１匹と１頭 　きしら まゆこ　 埼玉福祉会 323092015

２４０ ひとにきくってどうやるの上 　きしら まゆこ　 埼玉福祉会 323091967

２４１ ひとにくってどうやるの中 　きしら まゆこ　 埼玉福祉会 323091975

２４２ ひとにきくってどうやるの下 　きしら まゆこ　 埼玉福祉会 323091983



２４３ 数詞のひみつ１本と１個 　きしら まゆこ　 埼玉福祉会 323091991

２４４ 声を出すにはどうすればいいの？上（調べ学習紙芝居シリーズ　１３） 　きしら まゆこ　 埼玉福祉会 323096057

２４５ 声を出すにはどうすればいいの？下（調べ学習紙芝居シリーズ　１４） 　きしら まゆこ　 埼玉福祉会 323096057

２４６ 発表ってどうやるの？（調べ学習紙芝居シリーズ　１５） 　きしら まゆこ　 埼玉福祉会 323096073

２４７ ブタノ教授、が教える文章のかきかた（調べ学習紙芝居シリーズ　２２） 　きしら まゆこ　 埼玉福祉会 323096081

２４８ ブタノ教授、が教える原稿用紙のつかいかた（調べ学習紙芝居シリーズ　２３） 　きしら まゆこ　 埼玉福祉会 323096099

２４９ ブタノ教授、が教える文字のかきかた（調べ学習紙芝居シリーズ　２４） 　きしら まゆこ　 埼玉福祉会 3230961047


