
書　　　　　　名 著　者　名（絵） 出版社 資料番号

１  あーあ(いちごシリーズ) 　駒井 啓子 童心社 31379321

２  あおよ、かえってこい(愛と平和シリーズ) 　木村 正志 童心社 31379269

３  あかちゃんのもうふ(交通安全かみしばい・あぶないっ！きをつけて！) 　鎌田 暢子 童心社 31510139

４  あきちのぼうけん(こんなとききをつけようネ！) 　藤本 四郎 童心社 31511067

５  朝ごはんたべた？ 西宮市栄養担当者会･食に関する指導部会 ごはんを食べよう国民運動推進協議会 31618948

６  あっ、けむりがみえる(よいこの地震紙芝居ぐらぐら) 　柿本 幸造 教育画劇 31379356

７  あわてんぼうのうさぎくん(交通安全かみしばい・あぶないっ！きをつけて！) 　宮崎 耕平 童心社 31510137

８  あわれなアフリカぞう(道徳紙芝居 総集編) 　小谷野 半二 教育画劇 31379444

９  いたずらおばけ(おはなしなーに) 　尾崎 真吾 教育画劇 31379408

１０  いばりんぼのパンプくん(やさいとなかよしげんきなこ) 　田中 秀幸 教育画劇 31484602

１１  うまくいけるかな(紙芝居よいこの交通安全) 　和田 義三 教育画劇 31379419

１２  おうちでレストラン（食育かみしばい・おいしいね、うれしいね！） 　高橋由為子 童心社 32110503

１３  おかあさんのはなし(輝く文部厚生大臣賞シリーズ) 　岩崎 ちひろ 童心社 31431396

１４  おじさんあぶないよ(紙芝居よいこの交通安全) 　小島 直 教育画劇 31379420

１５  おててやあんよは売ってない(紙芝居よいこの交通安全) 　西村 達馬 教育画劇 31379421

１６  おにいちゃんのひこうき(安全教育シリーズ) 　武部 本一郎 童心社 31511079

１７  おにいちゃんのわすれもの(交通安全かみしばい・あぶないっ！きをつけて！) 　鈴木 幸枝 童心社 31510138

１８  おねえちゃんなかないで！(交通安全かみしばい・あぶないっ！きをつけて！) 　ふりや かよこ 童心社 31510141

１９  おばけのハンバーグ(たのしいクッキング) 　山口 みねやす 教育画劇 31510068

２０  おはようがいっぱい(みんなといっしょにね) 　しばはら ち 教育画劇 31379458

２１  おへんじ(うさちゃんシリーズ) 　久保 雅勇 童心社 31379334

２２  おぼれたカッパ 　高橋 宏幸 教育画劇 31417726

２３  かち、かち、かじようじん(こんなとききをつけようネ！) 　駒井 啓子 童心社 31511068

２４  かっこととみいのだいぼうけん(安全教育シリーズ) 　山本 まつ子 童心社 31511075

２５  かわいそうなぞう(愛と平和シリーズ) 　久保 雅勇 童心社 31379270

２６  がんばれ土佐っぽ(道徳紙芝居 総集編) 　小島 快 教育画劇 31379443



２７  きょうのおやつはげんこつクッキー(たのしいクッキング) 　沢田 あきこ 教育画劇 31510071

２８  くうくんのみちあんない(紙芝居よいこの交通安全) 　野々口 重 教育画劇 31379424

２９  クック・ドゥードゥルドゥーのおかいもの（こうつうあんぜんかみしばい） 　内閣府制作統括官／監修 全日本交通安全協会 31618989

３０  クック・ドゥールのたからさがし（こうつうあんぜんかみしばい） 　内閣府制作統括官／監修 全日本交通安全協会 31631154

３１  くまくんのいっち、にっ、サンドイッチ(たのしいクッキング) 　ふりや かよこ 教育画劇 31510070

３２  ぐらぐらきたよ(よいこの地震紙芝居ぐらぐら) 　高橋 透 教育画劇 31379360

３３  ぐらぐらくんれん(よいこの地震紙芝居ぐらぐら) 　高橋 透 教育画劇 31379361

３４  黒いパン(道徳紙芝居 総集編) 　吉崎 正己 教育画劇 31379446

３５  けが、けが、けんた　(こんなとききをつけようネ！) 　尾崎 曜子 童心社 31511069

３６  けがをしたモンタ(よいこの地震紙芝居ぐらぐら) 　黒井 健 教育画劇 31379358

３７  けんちゃんのぼうし(こんにちわ) 　こせき はるみ 教育画劇 31379426

３８  ごあいさつできた(おはなしなーに) 　山本 まつ子 教育画劇 31379402

３９  ごめんねぷくぷく 　岩村 和朗 教育画劇 31417724

４０  さとるのたからさがし(こんなとききをつけようネ！) 　久保 雅勇 童心社 31511071

４１  じしんだたいへん(安全教育シリーズ) 　和歌山 静子 童心社 31511074

４２  じてんしゃのじゅんちゃん(紙芝居よいこの交通安全) 　伊藤 悌夫 教育画劇 31379418

４３  少年と子だぬき(輝く文部厚生大臣賞シリーズ) 　遠藤 てるよ 童心社 31431393

４４  しょくどうは８かい(安全教育シリーズ) 　倉石 琢也 童心社 31511076

４５  しらないおじさん(こんなとききをつけようネ！) 　鈴木 幸枝 童心社 31511070

４６  しりとりあそび(みんなといっしょにね) 　岩田 くみ子 教育画劇 31379459

４７  スーおばさんのげんきサラダ(たのしいクッキング) 　鈴木 博子 教育画劇 31510072

４８  スーパーベイビーベジ太くん(やさいとなかよしげんきなこ) 　はた よしこ 教育画劇 31484603

４９  ぞうくんあぶない！(交通安全かみしばい・あぶないっ！きをつけて！) 　仲川 道子 童心社 31510142

５０  空からばらばら(よいこの地震紙芝居ぐらぐら) 　加藤 晃 教育画劇 31379357

５１  たすかったジョン(よいこの地震紙芝居ぐらぐら) 　水沢 研 教育画劇 31379359

５２  彫刻師グリュッペロ(道徳紙芝居 総集編) 　輪島 清隆 教育画劇 31379445

５３  どうしてあのとき(紙芝居よいこの交通安全) 　輪島 みなみ 教育画劇 31379417



５４  とけいの３じくん(輝く文部厚生大臣賞シリーズ) 　西原 ひろし 童心社 31431367

５５  トビウオのぼうやはびょうきです(愛と平和シリーズ) 　津田 櫓冬 童心社 31379271

５６  なかよくおなじに 　細梅 久弥 教育画劇 31417725

５７  ニイハオロンロン(ゆたかなこころシリーズ) 　高橋 徹 童心社 31484984

５８  にこにこまんとじめじめ(ユーモアひろば) 　古川 タク 教育画劇 31379372

５９  二わのつる(道徳紙芝居 総集編) 　輪島 みなみ 教育画劇 31379440

６０  にんじんにんじゃにんにんまる(やさいとなかよしげんきなこ) 　山本 省三 教育画劇 31484605

６１  ねむらぬくに(輝く文部厚生大臣賞シリーズ) 　石川 雅也 童心社 31431395

６２  はしのうえのおおかみ(道徳紙芝居 総集編) 　伊藤 悌夫 教育画劇 31379439

６３  はじめてのサイクリング(交通安全かみしばい・あぶないっ！きをつけて！) 　高橋 透 童心社 31510136

６４  はたけにいったよ（年少向けおひさまこんにちは） 　よこみち けいこ 童心社 32076752

６５  はなびであそぼう(安全教育シリーズ) 　高志 孝子 童心社 31511077

６６  はのいたいおまわりさん（むしばシリーズ） 　渡辺 有一 教育画劇 31379519

６７  パピンとサッカー(こうつうあんぜんかみしばい） 　内閣府制作統括官／監修 全日本交通安全協会 31618961

６８  パピンとチロルのさかなつり（こうつうあんぜんかみしばい） 　総務庁交通安全対策室 全日本交通安全協会 31609575

６９  はみがきやさんですよ(げんきなこころシリーズ) 　多田 ヒロシ 童心社 31484985

７０  ひかれたボール(紙芝居よいこの交通安全) 　清水 祐幸 教育画劇 31379423

７１  ひとつずつ（年少向けおひさまこんにちは） 　山本祐司 童心社 32110501

７２  ひとりでぜんぶやらせてね(げんきななかまシリーズ) 　鈴木 幸枝 童心社 31484981

７３  ひとりではいたら(こぐまシリーズ) 　山本 まつ子 童心社 31379349

７４  ひやっと３にんぐみ(こんなとききをつけようネ！) 　宮下 森 童心社 31511073

７５  へんでもわらいっこなし(輝く文部厚生大臣賞シリーズ) 　久保 雅勇 童心社 31431394

７６  ほしのおひめさま(輝く文部厚生大臣賞シリーズ) 　小谷野 半二 童心社 31431392

７７  ポンちゃんのボール(交通安全かみしばい・あぶないっ！きをつけて！) 　おの いずみ 童心社 31510140

７８  マアをかえしてください(ゆたかなこころシリーズ) 　おぼ まこと 童心社 31484976

７９  みよちゃんとバイキン(安全教育シリーズ) 　長島 克夫 童心社 31511078

８０  みんなでつくろうデコレーションケーキ(たのしいクッキング) 　秋里 信子 教育画劇 31510067



８１  ムーミンとおはなのくにのおまつり 　総務庁交通安全対策室 全日本交通安全協会 31600261

８２  ムーミンとサーカスけんぶつ 　総務庁交通安全対策室 全日本交通安全協会 31600181

８３  ムーミンとヘンシンマン 　総務庁交通安全対策室 全日本交通安全協会 31569470

８４  むしばせいじんがやってきた (ユーモアひろば) 　内山 安二 教育画劇 31379371

８５  やさいクイズこれなーんだ！？(やさいとなかよしげんきなこ) 　和南城 勝美 教育画劇 31484606

８６  やさいなんてだいっきらい(やさいとなかよしげんきなこ) 　鈴木 びんこ 教育画劇 31484601

８７  やさいペット(やさいとなかよしげんきなこ) 　宮本 えつよし 教育画劇 31484604

８８  ゆうくんどこいくの？(こんなとききをつけようネ！) 　多田 ヒロシ 童心社 31511072

８９  わくわくスイートポテト(たのしいクッキング) 　黒岩 章人 教育画劇 31510069

９０  わらったねこ(道徳紙芝居 総集編) 　野々口 重 教育画劇 31379441

９１  わんちゃんぴょんちゃん(紙芝居よいこの交通安全) 　石川 雅也 教育画劇 31379422

９２ もぐもぐごっくん（年少向けおひさまこんにちは） 　久住　卓也 童心社 32112599

９３ へんしんクックママ（クックのこうつうあんぜんかみしばい） 　内閣府制作統括官 全日本交通安全協会 316312156

９４ とまって！キットンくん（みんなで考えよう！園児参加型あたらしい防犯安全紙芝居） 　三枝　三七子 教育画劇 321143471

９５ あかリボンちゃんきをつけて（） 　中村　陽子 教育画劇 321143463

９６ まいごうさぎのポッキー（） 　鴨下　潤 教育画劇 321143455

９７ うさぎおばけのパトロール（） 　山本　省三 教育画劇 321143448

９８ しらないひとにきをつけて（） 　川端　理恵 教育画劇 321143430

９９ いかのおすし 　たんじ　あきこ 教育画劇 321143422

１００ クックとおねえちゃんのおつかい（こうつうあんぜんかみしばい） 　内閣府制作統括官 全日本交通安全協会 316337682

１０１ ちぎってトントンいただきます（ともだちだいすき） 　木村　法子 童心社 322048604

１０２ おやつのまえに 　いそ　けんじ 童心社 322047176

１０３ にんじんわけてくださいな（おひさまこんにちは） 　土田　義晴 童心社 322052432

１０４ クックおかしのくにのだいぼうけん（こうつうあんぜんかみしばい） 　内閣府制作統括官 全日本交通安全協会 316385491

１０５ みいちゃんの夏（はじめてみよう老人ケアに紙芝居） 　ピーマンみもと 雲母書房 322068966

１０６ みいちゃんの春（はじめてみよう老人ケアに紙芝居） 　ピーマンみもと 雲母書房 322069261

１０７ とばしっこ（はじめてみよう老人ケアに紙芝居）  やべ　みつのり 雲母書房 322069253



１０８ しょいくらべ（はじめてみよう老人ケアに紙芝居） 　みんなの家 雲母書房 322069246

１０９ お茶にしましょ（はじめてみよう老人ケアに紙芝居） 　菅野　博子 雲母書房 322069238

１１０ たけのこほりほり 　土田　義晴 童心社 322072505

１１１ たうえにいったよ 　よこみち けいこ　 童心社 322076589

１１２ ばいきんこわいぞ 　久住　卓也 童心社 322078460

１１３ じゃがいもへんしーん！ 　いちかわ　なつこ 童心社 322080557

１１４ 父のかお母のかお 　渡辺　享子 雲母書房 322082157

１１５ みんなでひなんくんれん 　しらかた　みお 童心社 322083700

１１６ 夏のおもてなし（はじめてみよう老人ケアに紙芝居） 　菅野　博子 雲母書房 322085713

１１７ みいちゃんのあき 　ピーマンみもと 雲母書房 322088162

１１８ がらがらごろごろ 　西村　敏雄 童心社 322088857

１１９ たかいたかーい 　タダ　サトシ 童心社 322094525

１２０ みいちゃんの冬（はじめてみよう老人ケアに紙芝居） 　ピーマンみもと 雲母書房 322095449

１２１ おひさまなっとうたまごでげんき（年少向けおひさまこんにちは） 　礒　みゆき 童心社 322096629

１２２ こねこのハンカチ 　竹下　文子 童心社 322106725

１２３ はなみずちゅるる～ん！ 　よこみち　けいこ 童心社 322120890

１２４ できるかな？かじのひなんくんれん（おぼえてね！あぶないときのおやくそく） 　新井　洋行 教育画劇 322117375

１２５ かじおばけモクモク（おぼえてね！あぶないときのおやくそく） 　藤井　啓誌 教育画劇 322117367

１２６ たいふうがきた！（おぼえてね！あぶないときのおやくそく） 　山本　省三 教育画劇 322117391

１２７ いたずらだいこんとぶんぶんはち（おぼえてね！あぶないときのおやくそく） 　浅沼　とおる 教育画劇 322117417

１２８ かみなりぼうやともりのなかま（おぼえてね！あぶないときのおやくそく） 　権田　章江 教育画劇 322117409

１２９ ありんこチッポながされる（おぼえてね！あぶないときのおやくそく） 　山本　祐司 教育画劇 322117383

１３０ じしんがきたときどうするの（おぼえてね！あぶないときのおやくそく） 　タカタ　カヲリ 教育画劇 322117342

１３１ できるかな？じしんのひなんくんれん（おぼえてね！あぶないときのおやくそく） 　新井　洋行 教育画劇 322117359

１３２ ほしがきペロペロ（おぼえてね！あぶないときのおやくそく） 　土田　義晴 教育画劇 322117425

１３３ 峠の老い桜 　北川　鎭 雲母書房 322117649

１３４ 地震ってどうして起きるの？（危機管理紙芝居シリーズ　１） 　ｍｉｔｔｙ 埼玉福祉会 322127416



１３５ 地震がきたらどうするの？（危機管理紙芝居シリーズ　２） 　ｍｉｔｔｙ 埼玉福祉会 322127424

１３６ なんのにおいかな？ 　宮崎　秀人 童心社 322137282

１３７ みんなでおめでとう 　ピーマンみもと 雲母書房 322139262

１３８ びっくりサラダ 　村上　康成 童心社 322145152

１３９ ひとつおおきいしんちゃん 　吉田　尚令 童心社 322145160

１４０ 金色夜叉（はじめてみよう老人ケアに紙芝居） 　尾崎　紅葉 雲母書房 322145145

１４１ まってるのだあれ 　山本　祐司 童心社 322146234

１４２ ふうちゃんのおつかい（絵で遊べるかみしばいなんだかわかるかな？） 　久住　卓也 教育画劇 322152430

１４３ なんだったっけ？（絵で遊べるかみしばいなんだかわかるかな？） 　もなみ　なみこ 教育画劇 322152471

１４４ パンやさんにおつかい 　市居　みか 童心社 322153859

１４５ こんどはぼくがおにいさん 　夏目　尚吾 童心社 322159476

１４６ さよならおめでとう 　山本　祐司 童心社 322159484

１４７ りょうまのもくば 　長野　ヒデ子 童心社 322159492

１４８ 安珍清姫物語（高齢者向け紙芝居） 　サワ　ジロウ 雲母書房 322159450

１４９ おどりばダンスホール（高齢者向け紙芝居） 　片岡　直子 雲母書房 322159468

１５０ くらべっこ（おひさまこんにちは年少向け） 　やべ　みつのり 童心社 322160136

１５１ もぐもぐどうぶつえん（飼育かみしばいたべるのだーいすき！） 　はしもと　ゆたか 教育画劇 322160961

１５２ ころころころくるりん！（飼育かみしばいたべるのだーいすき！） 　長野　ヒデ子 教育画劇 322160979

１５３ ちゃんとちゃんとでおいしいね（飼育かみしばいたべるのだーいすき！） 　おおき　ひろみ 教育画劇 322160987

１５４ スプーンとフォークつかえるよ（飼育かみしばいたべるのだーいすき！） 　笹沼　香 教育画劇 322160995

１５５ ごっくん！なにをのもうかな（飼育かみしばいたべるのだーいすき！） 　佐藤　繁 教育画劇 322161001

１５６ めざましごはん（飼育かみしばいたべるのだーいすき！） 　つがね　ちかこ 教育画劇 32161019

１５７ おうちはどこだ？（飼育かみしばいたべるのだーいすき！） 　小山　友子 教育画劇 32161027

１５８ ありがとうごちそうさま（飼育かみしばいたべるのだーいすき！） 　すなやま　えみこ 教育画劇 322161035

１５９ ぼくんだもん！（おひさまこんにちは年少向け） 　礒　みゆき 童心社 322174202

１６０ どっか～ん 　おかの　けいこ 雲母書房 322174228

１６１ しゅつどう！はしごしゃノビールくん 　ミノオカ・リョウスケ 童心社 322177908



１６２ はりきりおとうばん 　よこみち　けいこ 童心社 322177916

１６３ マグニチュードってなあに？（危機管理紙芝居シリーズ　３） 　ｍｉｔｔｙ 埼玉福祉会 322180894

１６４ 放射能ってなあに？（危機管理紙芝居シリーズ　４） 　ｍｉｔｔｙ 埼玉福祉会 322180902

１６５ はみがきごうがしゅっしゅっしゅっ！（ひとりでできたー！年少向けしつけかみしばい） 　山本　省三 教育画劇 323096016

１６６ ボクはせっけんくん（ひとりでできたー！年少向けしつけかみしばい） 　田島　かおり 教育画劇 323096024

１６７ あそんであげなーい！（ひとりでできたー！年少向けしつけかみしばい） 　深見　春夫 教育画劇 323096032

１６８ チワちゃんルルちゃんごはんですよー！（ひとりでできたー！年少向けしつけかみしばい） 　いとう　みき 教育画劇 323096040

１６９ かたづけたろう（ひとりでできたー！年少向けしつけかみしばい） 　いのうえ　ちひろ 教育画劇 323095984


