
書　　　　　　名 著　者　名（絵） 出版社 資料番号

１  あおいとり　後編－グリム童話－(グリム童話シリーズ) 　高橋 透 教育画劇 31509208

２  あおいとり　前編－グリム童話－(グリム童話シリーズ) 　高橋 透 教育画劇 31509207

３  あかずきん－グリム童話－(グリム童話シリーズ) 　井の上 正之 教育画劇 31509204

４  あかずきんちゃん(世界の名作･第1集) 　篠崎 三朗 童心社 31431506

５  あなたの中のライオン 　椎野 利一 教育画劇 31510042

６  あひるのおうさま(紙芝居ベストセレクション第１集) 　田島 征三 童心社 31569169

７  あらしのうみのゆうれい(こわいこわーいおはなし) 　諸橋 精光 童心社 31431408

８  アラジンとふしぎなランプ　後編(世界童話シリーズ) 　中村 まさあき 教育画劇 31510062

９  アラジンとふしぎなランプ　前編(世界童話シリーズ) 　中村 まさあき 教育画劇 31510061

１０  アルプスのしょうじょ　後編－グリム童話－(グリム童話シリーズ) 　森 やすじ 教育画劇 31509210

１１  アルプスのしょうじょ　前編－グリム童話－(グリム童話シリーズ) 　森 やすじ 教育画劇 31509209

１２  あわてんぼうウサギ－インドのおはなし－(世界のユーモア民話) 　中沢 正人 教育画劇 32032575

１３  家なき子　後編 　ながよし かよ 教育画劇 31510051

１４  家なき子　前編 　ながよし かよ 教育画劇 31510049

１５  家なき子　中編 　ながよし かよ 教育画劇 31510050

１６  石のライオン 　前田 松男 教育画劇 31417728

１７  イワンのばか(かみしばい世界むかしばなし) 　土方 重巳 童心社 31431430

１８  海へびサイラス(ほるぷの紙芝居　２) 　ビル・ピート ほるぷ出版 32032494

１９  おいしいおかゆ(かみしばいグリム童話傑作集) 　井上 洋介 童心社 31431402

２０  王さまとタカ 　池田 仙三郎 教育画劇 31417729

２１  王女さまをたすけたまじょ(まじょさんこんにちは！) 　奥田 怜子 教育画劇 31484596

２２  オオカミ男(こわいぞ！世界のモンスター) 　おぼ まこと 童心社 32032687

２３  おおかみと七ひきの子やぎ(世界の名作第2集) 　スズキ コージ 童心社 31431422

２４  オズのまほうつかい　後編(世界童話シリーズ) 　長島 克夫 教育画劇 31510064

２５  オズのまほうつかい　前編(世界童話シリーズ) 　長島 克夫 教育画劇 31510063

２６  おとうさん(紙芝居ベストセレクション第１集) 　田畑 清一 童心社 31569170



２７  おなべとことこ－ロシアのおはなし－(世界のユーモア民話) 　前田 松男 教育画劇 32032577

２８  おにとおひめさま(かみしばいグリム童話傑作集) 　田島 征三 童心社 31431403

２９  おはなしおはなし(ほるぷの紙芝居　２) 　ゲイル・Ｅ・ヘイリー ほるぷ出版 32032499

３０  おひさまときたかぜ(たのしいイソップ) 　西村 繁男 童心社 31431435

３１  おひゃくしょうさんとろば－スイスのおはなし－(世界のユーモア民話) 　ささ やすゆき 教育画劇 32032572

３２  おやゆびこぞう－グリム童話－(グリム童話シリーズ) 　吉野 健一 教育画劇 31509200

３３  おやゆびひめ(世界の名作第2集) 　伊藤 悌夫 童心社 31431426

３４  おんどりと二まいのきんか(童心社のベスト紙芝居) 　うすい しゅん 童心社 31431470

３５  お月さまいくつ(いわさきちひろ画紙芝居選) 　いわさき ちひろ 童心社 31431461

３６  かえるの王子さま－グリム童話－(グリム童話シリーズ) 　伊藤 悌夫 教育画劇 31509201

３７  ガリバーりょこうき(童心社紙芝居傑作選) 　二俣 英五郎 童心社 31431595

３８  きたかぜのくれたテーブルかけ(紙芝居ベストセレクション第１集) 　桜井 誠 童心社 31569177

３９  きんのがちょう(かみしばいグリム童話傑作集) 　田中 武紫 童心社 31431399

４０  くさずきんのおひめさま(かみしばい世界むかしばなし) 　小出 保子 童心社 31431431

４１  クリスティーヌといわし(ほるぷの紙芝居　２) 　エヴ・タルレ ほるぷ出版 32032503

４２  くるみわりにんぎょう　後編－グリム童話－(グリム童話シリーズ) 　若菜 珪 教育画劇 31509206

４３  くるみわりにんぎょう　前編－グリム童話－(グリム童話シリーズ) 　若菜 珪 教育画劇 31509205

４４  クレオパトラのそりすべり(ほるぷの紙芝居　２) 　トミー・ウンゲラー ほるぷ出版 32032496

４５  くれよんのはなし(ほるぷの紙芝居　２) 　ドン・フリーマン ほるぷ出版 32032497

４６  こうのとりになった王さま　後編 　うすい しゅん 教育画劇 31510036

４７  こうのとりになった王さま　前編 　うすい しゅん 教育画劇 31510035

４８  こころのやさしいかいじゅうくん(ほるぷの紙芝居　２) 　マックス・ベルジュイス ほるぷ出版 32032500

４９  子そだてゆうれい(かみしばいグリム童話傑作集) 　須々木 博 童心社 31431405

５０  こびととくつや(かみしばいグリム童話傑作集) 　富永 秀夫 童心社 31431400

５１  三びきのこねこ(童心社のベスト紙芝居) 　若山 憲 童心社 31431580

５２  三びきのこぶた(世界の名作･第1集) 　福田 岩緒 童心社 31431507

５３  しあわせなきこり－トルコのおはなし－(世界のユーモア民話) 　岡村 好文 教育画劇 32032576



５４  ジャックとまめのき(世界の名作･第1集) 　かみや しん 童心社 31431509

５５  十二の月のものがたり(童心社紙芝居傑作選) 　金沢 佑光 童心社 31431597

５６  しらゆきひめ　後編－グリム童話－(グリム童話シリーズ) 　寺門 保夫 教育画劇 31509203

５７  しらゆきひめ　前編－グリム童話－(グリム童話シリーズ) 　寺門 保夫 教育画劇 31509202

５８  しらゆきひめ(世界の名作･第1集) 　藍野 純治 童心社 31431508

５９  しろいからす(たのしいイソップ) 　福田 庄助 童心社 31431432

６０  白ばらと紅ばら　後編－グリム童話－(世界童話シリーズ　第２集) 　峰村 亮而 教育画劇 31510048

６１  白ばらと紅ばら　前編－グリム童話－(世界童話シリーズ　第２集) 　峰村 亮而 教育画劇 31510047

６２  シンデレラ　後編 　森 やすじ 教育画劇 31510046

６３  シンデレラ　前編 　森 やすじ 教育画劇 31510045

６４  すっぱいぶどう(民話どっこいしょ) 　西村 郁雄 教育画劇 31510040

６５  せむしの小うま　後編(世界童話シリーズ) 　エム・ナマエ 教育画劇 31510066

６６  せむしの小うま　前編(世界童話シリーズ) 　エム・ナマエ 教育画劇 31510065

６７  そんごくう・火炎山をこえるのまき　後編(ゆたかなこころシリーズ） 　夏目 尚吾 童心社 31431563

６８  そんごくう・火炎山をこえるのまき　前編(ゆたかなこころシリーズ） 　夏目 尚吾 童心社 31431562

６９  そんごくう金角銀角のまき　後編(ゆたかなこころシリーズ) 　夏目 尚吾 童心社 31484990

７０  そんごくう金角銀角のまき　前編(ゆたかなこころシリーズ) 　夏目 尚吾 童心社 31484989

７１  そんごくうだいかつやく(世界の名作･第1集) 　藤本 四郎 童心社 31431511

７２  太陽はどこからでるの 　チョン・ヒエウ 童心社 31357137

７３  ターちゃんとペリカン(ほるぷの紙芝居　２) 　ドン・フリーマン ほるぷ出版 32032495

７４  たからじま(童心社紙芝居傑作選) 　伊藤 展安 童心社 31431598

７５  チポリーノのぼうけん(童心社紙芝居傑作選) 　岡本 武紫 童心社 31431601

７６  てぶくろ(かみしばいがはじまるよ) 　箕田 美子 童心社 31431585

７７  とうめい人間(こわいぞ！世界のモンスター) 　のぞえ 咲 童心社 32032689

７８  としよりいぬのズルタン(かみしばいグリム童話傑作集) 　箕田 源二郎 童心社 31431401

７９  トム･ソーヤのぼうけん　後編 　藤本 四郎 教育画劇 31510038

８０  トム・ソーヤのぼうけん　前編 　藤本 四郎 教育画劇 31510037



８１  ドラキュラ(こわいぞ！世界のモンスター) 　宮本 忠夫 童心社 32032684

８２  とんまなおおかみ(かみしばい世界むかしばなし) 　福田 庄助 童心社 31431429

８３  ながぐつをはいたねこ(世界の名作第2集) 　おぼ まこと 童心社 31431424

８４  なまけもののろばのはなし－イソップ童話－ 　西村 郁雄 教育画劇 31510044

８５  にげだしたパンケーキ－ノルウェー民話－(民話どっこいしょ) 　高橋 透 教育画劇 31510039

８６  ニャオーといったのはだれでしょう(かみしばいがはじまるよ) 　水沢 研 童心社 31431582

８７  人魚ひめ(いわさきいひろ画紙芝居選) 　いわさき ちひろ 童心社 31431459

８８  のねずみとまちのねずみ(たのしいイソップ) 　長島 克夫 童心社 31431437

８９  のみのかわでつくった王さまのながぐつ(いわさきちひろ画紙芝居選） 　いわさき ちひろ 童心社 31431460

９０  バー・コーのかいぶつたいじ(かみしばい世界むかしばなし) 　織茂 恭子 童心社 31431428

９１  ハーメルンのふえふき(童心社紙芝居傑作選) 　箕田 源二郎 童心社 31431602

９２  はだかのおうさま(世界の名作･第1集) 　夏目 尚吾 童心社 31431510

９３  はなのすきなおじいさん(紙芝居ベストセレクション第１集) 　小谷野 半二 童心社 31569172

９４  ぱんくがえる ぺちゃんこがえる(たのしいイソップ) 　二俣 英五郎 童心社 31431434

９５  ハンスのしあわせ(かみしばいグリム童話傑作集) 　篠原 勝之 童心社 31431404

９６  ピーター・パン(童心社紙芝居傑作選) 　長島 克夫 童心社 31431603

９７  ひとうち七つ(かみしばいグリム童話傑作集) 　高橋 恒喜 童心社 31431398

９８  火のとり(童心社紙芝居傑作選) 　箕田 源二郎 童心社 31431604

９９  ひゃくまんびきのねこ(童心社のベスト紙芝居) 　川本 哲夫 童心社 31431411

１００  ひよこちゃん(童心社のベスト紙芝居) 　二俣 英五郎 童心社 31431416

１０１  ひらけ、ごま(童心社紙芝居傑作選) 　徳田 徳志芸 童心社 31431605

１０２  ふしぎのくにのアリス(童心社紙芝居傑作選) 　油野 誠一 童心社 31431606

１０３  フランケンシュタイン(こわいぞ！世界のモンスター) 　福田 岩緒 童心社 32032685

１０４  ブレーメンのおんがくたい(世界の名作第2集) 　宮本 忠夫 童心社 31431423

１０５  ヘンゼルとグレーテル(世界の名作第2集) 　こさか しげる 童心社 31431421

１０６  ぼく、スイカだいすき 　ター・チョン・チー 童心社 31357136

１０７  ぼくのへやにうみがある(ほるぷの紙芝居　２) 　ジェーン・ターナー ほるぷ出版 32032501



１０８  マーシャとくま－ロシアのおはなし－(世界のユーモア民話) 　二本柳 泉 教育画劇 32032574

１０９  まいごの子ねこちゃん 　ながよし かよ 教育画劇 31510043

１１０  まじょ(こわいぞ！世界のモンスター) 　篠崎 三朗 童心社 32032688

１１１  マッチうりのしょうじょ(世界の名作第2集) 　藤沢 友一 童心社 31431425

１１２  まほうのくびかざり(かみしばいグリム童話傑作集) 　かみや しん 童心社 31431406

１１３  まほうのふで(かみしばい世界むかしばなし) 　二俣 英五郎 童心社 31431427

１１４  まほうのぼうがとんできた！？(まじょさんこんにちは！) 　新堂 渓子 教育画劇 31484597

１１５  まめとすみとわら(げんきななかまシリーズ) 　福田 庄助 童心社 31431554

１１６  まるぱんころころ(童心社のベスト紙芝居) 　鈴木 寿雄 童心社 31431417

１１７  ミイラ男(こわいぞ！世界のモンスター) 　ヒロナガ シンイチ 童心社 32032686

１１８  三つのねがい 　長島 克夫 教育画劇 31510041

１１９  みつばちマーヤのぼうけん　後編(世界童話シリーズ) 　横井 大侑 教育画劇 31510060

１２０  みつばちマーヤのぼうけん　前編(世界童話シリーズ) 　横井 大侑 教育画劇 31510059

１２１  みどりいろのバス(ほるぷの紙芝居　２) 　ジョン・シャロン ほるぷ出版 32032498

１２２  やぎじいさんのバイオリン(童心社のベスト紙芝居) 　岡野 和 童心社 31431578

１２３  雪の女王(いわさきちひろ画紙芝居選) 　いわさき ちひろ 童心社 31431458

１２４  よくばりわんくん(たのしいイソップ) 　久保 雅勇 童心社 31431436

１２５  りすのもりにはるがきた(童心社のベスト紙芝居) 　武部 本一郎 童心社 31431475

１２６  りっぱなつののしか(たのしいイソップ) 　にいざか かずお 童心社 31431433

１２７  ルピナスさん(ほるぷの紙芝居　２) 　バーバラ・クーニー ほるぷ出版 32032502

１２８  わらわないおひめさま－スイスのおはなし－(世界のユーモア民話) 　西村 郁雄 教育画劇 32032573

１２９  ふしぎな　はな（ともだちだいすき） 　藤田 勝治 童心社 322043118

１３０  アリとバッタとカワセミ 　イ・スジン 童心社 322088865

１３１ ヤギとコオロギ 　大畑 いくの 童心社 322117433

１３２ おやゆびトム（ぐんぐんのびのびいきるちから） 　篠崎 三朗 童心社 322119280

１３３ 火打ち箱（前編） 　高野 文子 埼玉福祉会 322135153

１３４ 火打ち箱（後編） 　高野 文子 埼玉福祉会 322135161



１３５ ながぐつをはいたねこ 　堀内 誠一 童心社 322123019

１３６ ふしぎの国　アリスの物語 　降矢 洋子 全甲社 322139965

１３７ かあさんワニのおくりもの 　中川 洋典 童心社 322148669

１３８ モンゴルの白い馬 　降矢 洋子 鈴木出版 322174657

１３９ ゾウとネズミ 　バーサンスレン・ボロルマー 童心社 322174673

１４０ サンポじいさんのいし 　降矢 洋子 童心社 323092064


