
書　　　　　　名 著　者　名（絵） 出版社 資料番号

１  赤いろうそくと人魚(紙しばい日本児童文学名作選) 　桜井 誠 童心社 31431587

２  赤いろうそくと人魚(未明童話紙芝居全集) 　北島 新平 教育画劇 31379409

３  あかんぼばあさん(たのしい日本の民話) 　金沢 佑光 童心社 31431463

４  あき寺のばけもの(日本の妖怪ぞろ～り) 　諸橋 精光 童心社 31485249

５  あめこんこん(ちいさいモモちゃん5) 　鈴木 未央子 童心社 31379307

６  あめたろう(たのしい日本の民話) 　金沢 佑光 童心社 31431467

７  安寿とずし王　下(紙しばい日本児童文学名作選) 　久米 宏一 童心社 31431594

８  安寿とずし王　上(紙しばい日本児童文学名作選) 　久米 宏一 童心社 31431593

９  あんもちみっつ(日本民話かみしばい選) 　宮本 忠夫 童心社 31431488

１０  池にうかんだびわ(童心社のベスト紙芝居) 　小谷野 半二 童心社 31431576

１１  いそおんながでる海(日本の妖怪ぞろ～り) 　宮本 順子 童心社 31485252

１２  いたずらぎつね(日本民話かみしばい選) 　藤本 四郎 童心社 31431484

１３  いっすんぼうし(紙芝居むかしばなし　第２集) 　池田 仙三郎 教育画劇 31509193

１４  いったんもめん(日本の妖怪ぞろ～り) 　石倉 欣二 童心社 31485253

１５  いもころがし(かみしばい日本むかしむかし) 　前川 かずお 童心社 31379261

１６  うしかたとやまんば(童心社のベスト紙芝居) 　福田 庄助 童心社 31431579

１７  うなぎにきいて（ともだちだいすき） 　長谷川 義史 童心社 32076429

１８  うまいものやま(童心社のベスト紙芝居) 　箕田 源二郎 童心社 31431533

１９  うみにしずんだおに(松谷みよ子民話珠玉選) 　二俣 英五郎 童心社 31431629

２０  うらしまたろう(紙芝居むかしばなし　第１集) 　工藤 市郎 教育画劇 31509187

２１  うらしまたろう(日本名作おとぎばなし) 　西山 三郎 童心社 31431492

２２  うりこひめとあまのじゃく(松谷みよ子民話珠玉選) 　梶山 俊夫 童心社 31431633

２３  おいの森とさる森、ぬすと森(宮沢賢治かみしばいの森) 　福田 庄助 童心社 32032673

２４  おけやのてんのぼり(童心社のベスト紙芝居第1集) 　二俣 英五郎 童心社 31431573

２５  おだんごころころ(道徳紙芝居 総集編) 　西原 ひろし 教育画劇 31379442

２６  オッペルとぞう(童心社のベスト紙芝居) 　油野 誠一 童心社 31431412



２７  おとうふさんとそらまめさん（年少向けおひさまこんにちは） 　長野 ヒデ子 童心社 32076430

２８  おににさらわれたあねこ(日本民話かみしばい選) 　須々木 博 童心社 31431452

２９  オバケちゃんとおこりんぼママ(ゆたかなこころシリーズ) 　小薗江 圭子 童心社 31484975

３０  おぶさりてい 　夏目 尚吾 教育画劇 32032551

３１  おむすびころりん(紙芝居むかしばなし　第２集) 　安井 康二 教育画劇 31509196

３２  貝の火(かみしばい宮沢賢治童話名作集) 　久保 雅勇 童心社 31431503

３３  かぐやひめ(紙芝居むかしばなし　第１集) 　岩本 圭永子 教育画劇 31509192

３４  かぐやひめ(日本名作おとぎばなし) 　遠藤 てるよ 童心社 31431490

３５  かさじぞう(松谷みよ子民話珠玉選) 　まつやま ふみお 童心社 31431631

３６  かさじぞう(紙芝居むかしばなし　第２集) 　箕田 源二郎 教育画劇 31509198

３７  かぜのかみとこども(童心社のベスト紙芝居) 　わかやま けん 童心社 31431536

３８  かたきうちの話(紙しばい日本児童文学名作選) 　輪島 清隆 童心社 31431590

３９  かちかちやま(紙芝居むかしばなし　第２集) 　遠竹 弘幸 教育画劇 31509197

４０  かっぱのすもう(日本民話かみしばい選) 　梅田 俊作 童心社 31431485

４１  かみなりさまとくわのき 　安井 康二 教育画劇 32032548

４２  かわうそときつね(かみしばい日本むかしむかし) 　松島 わき子 童心社 31379263

４３  ききみみずきん(かみしばい日本むかしむかし) 　田中 式紫 童心社 31379264

４４  きつねのつかい(ほのぼの新見南吉ランド) 　篠崎 三朗 童心社 31484615

４５  きつねのなきいろ(日本民話かみしばい選) 　前川 かずお 童心社 31379319

４６  くじらのしま(童心社のベスト紙芝居) 　穂積 肇 童心社 31431539

４７  グスコーブドリの伝記　後編(かみしばい宮沢賢治童話名作集) 　滝平 二郎 童心社 31431502

４８  グスコーブドリの伝記　前編(かみしばい宮沢賢治童話名作集) 　滝平 二郎 童心社 31431501

４９  くものいと(ゆたかなこころシリーズ) 　鈴木 徹 童心社 31484980

５０  けんじゅうこうえんりん(宮沢賢治かみしばいの森) 　藤田 勝治 童心社 32032672

５１  こぎつねコンとこだぬきポン(童心社紙芝居傑作選) 　二俣 英五郎 童心社 31431596

５２  こぶとりじいさん(紙芝居むかしばなし　第２集) 　西原 ひろし 教育画劇 31509195

５３  ごんぎつね(ほのぼの新見南吉ランド) 　長野 ヒデ子 童心社 31484618



５４  ごんぎつね(名作児童文学紙芝居） 　諸橋 精光 鈴木出版 32077123

５５  魚と白鳥(未明童話紙芝居全集) 　坂本 健三郎 教育画劇 31379411

５６  さぎとり(紙芝居おおわらい落語劇場) 　国松 エリカ 童心社 32035996

５７  ざしきわらし(げんきななかまシリーズ) 　篠崎 三朗 童心社 31431555

５８  さとり(日本の妖怪ぞろ～り) 　岡田 ゆたか 童心社 31485251

５９  さらやしきのおきく(紙芝居おおわらい落語劇場) 　久住 卓也 童心社 32035992

６０  さるかにがっせん(紙芝居むかしばなし　第１集) 　若菜 珪 教育画劇 31509189

６１  さるとかに(日本名作おとぎばなし) 　西巻 茅子 童心社 31431491

６２  じいさまときつね(日本民話かみしばい選) 　二俣 英五郎 童心社 31431456

６３  じごくけんぶつ(日本民話かみしばい選) 　藤田 勝治 童心社 31431482

６４  したきりすずめ(松谷みよ子民話珠玉選) 　堀内 誠一 童心社 31431630

６５  したきりすずめ(紙芝居むかしばなし　第１集) 　輪島 みなみ 教育画劇 31509191

６６  七どぎつね(紙芝居おおわらい落語劇場) 　渡辺 有一 童心社 32035994

６７  少年駅伝夫(紙しばい日本児童文学名作選) 　箕田 源二郎 童心社 31431592

６８  しりなりべら(日本民話かみじばい選) 　福田 庄助 童心社 31431483

６９  しりやのめいじん(日本民話かみしばい選) 　金沢 佑光 童心社 31431487

７０  しろいしか(たのしい日本の民話) 　岡野 和 童心社 31431466

７１  セロひきのゴーシュ(かみしばい宮沢賢治童話名作集) 　池田 仙三郎 童心社 31431505

７２  ぞろぞろ(円窓の落語紙芝居) 　渡辺 亨子 汐文社 32007408

７３  高橋五山集(童心社紙芝居傑作集) 　高橋 五山 童心社 31379241

７４  たけいっぽんしおいっしょう(日本民話かみしばい選) 　西山 三郎 童心社 31379317

７５  たこやたこざえもん 　藤田 勝治 童心社 31194287

７６  たつのこたろう(童心社紙芝居傑作選) 　久米 宏一 童心社 31431599

７７  たのきゅう(日本民話かみしばい選) 　藤田 勝治 童心社 31431454

７８  たべられたやまんば(童心社のベスト紙芝居第1集) 　二俣 英五郎 童心社 31431571

７９  たろうがるすばんしていると(こわいこわーいおはなし) 　夏目 尚吾 童心社 31431410

８０  太郎熊・次郎熊(童心社紙芝居傑作選) 　まつやま ふみお 童心社 31431600



８１  だんごひょいひょい(童心社のベスト紙芝居) 　宮本 忠夫 童心社 31431538

８２  ちからたろう(童心社のベｽﾄ紙芝居第1集) 　滝平 二郎 童心社 31431575

８３  ちゅうしゃにいったモモちゃん(ちいさいモモちゃん4) 　鈴木 未央子 童心社 31379306

８４  注文の多い料理店(かみしばい宮沢賢治童話名作集) 　北田 卓史 童心社 31431500

８５  千代紙の春(未明童話紙芝居全集) 　水野 二郎 教育画劇 31379416

８６  つばめのおんがえし(ゆたかなこころシリーズ) 　藤本 四郎 童心社 31484992

８７  つるのおんがえし(紙芝居むかしばなし　第２集) 　輪島 みなみ 教育画劇 31509194

８８  つんぶくだるま(童心社のベスト紙芝居) 　金沢 佑光 童心社 31431534

８９  でいだらぼっち(日本の妖怪ぞろ～り) 　伊藤 秀男 童心社 31485254

９０  てぶくろをかいに(ほのぼの新見南吉ランド) 　二俣 英五郎 童心社 31484619

９１  天下一品(未明童話紙芝居全集) 　池田 仙三郎 教育画劇 31379415

９２  天からのおくりもの 　すずき はつお 教育画劇 32032544

９３  てんぐとかっぱとかみなりどん(かこさとし紙芝居傑作選) 　二俣 英五郎 童心社 31379339

９４  てんぐのはうちわ 　工藤 市郎 教育画劇 32032543

９５  天人のはごろも(紙芝居ベストセレクション第1集) 　丸木 俊 童心社 31569176

９６  天人のよめさま(かみしばい日本むかしむかし) 　中尾 彰 童心社 31379265

９７  どこかに生きながら(未明童話紙芝居全集) 　工藤 市郎 教育画劇 31379414

９８  杜子春(紙しばい日本児童文学名作選) 　小谷野 半二 童心社 31431591

９９  となりのはなはいたかった(日本民話かみしばい選) 　梅田 俊作 童心社 31379320

１００  とまがしま(紙芝居おおわらい落語劇場) 　田島 征三 童心社 32035993

１０１  どんぐりとやまねこ(宮沢賢治かみしばいの森) 　渡辺 有一 童心社 32032671

１０２  とんだちょうじゃどん(かみしばい日本むかしむかし) 　二俣 英五郎 童心社 31379266

１０３  なぞなぞむこどん(たのしい日本の民話) 　久米 宏一 童心社 31431465

１０４  なぞのあねさま(日本民話かみしばい選) 　清水 耕蔵 童心社 31379316

１０５  なめとこ山のくま　後編(ゆたかなこころシリーズ) 　諸橋 精光 童心社 31431568

１０６  なめとこ山のくま　前編(ゆたかなこころシリーズ) 　諸橋 精光 童心社 31431567

１０７  におうとどっこい 　西村 達馬 教育画劇 32032547



１０８  にじになったきつね(童心社のベスト紙芝居) 　藤田 勝治 童心社 31431535

１０９  ぬすびととこひつじ(ほのぼの新見南吉ランド) 　藤田 勝治 童心社 31484614

１１０  ぬまのぬしからのてがみ(日本の妖怪ぞろ～り) 　田代 三善 童心社 31485250

１１１  ねことごむまり(童心社のベスト紙芝居第1集) 　安 泰 童心社 31431574

１１２  ねこはしる（名作児童文学紙芝居） 　保手浜 孝 鈴木出版 32076734

１１３  ねずみきょう(日本民話かみしばい選) 　渡辺 有一 童心社 31431486

１１４  ねずみちょうじゃ(たのしい日本の民話) 　久保 雅勇 童心社 31431462

１１５  ねずみとバケツのはなし(未明童話紙芝居全集) 　高橋 透 教育画劇 31379412

１１６  ねずみのよめいり 　エム・ナマエ 教育画劇 32032549

１１７  ねむい町(未明童話紙芝居全集) 　津田 光郎 教育画劇 31379413

１１８  のっぺらぼう(日本民話かみしばい選) 　小沢 良吉 童心社 31431455

１１９  ばけくらべ(かみしばい日本むかしむかし) 　亀井 三恵子 童心社 31379262

１２０  ばけものでら(日本民話かみしばい選) 　宮本 忠夫 童心社 31431457

１２１  はちかつぎひめ(かみしばい日本むかしむかし) 　池田 仙三郎 童心社 31379267

１２２  はなさかじいさん(日本名作おとぎばなし) 　岡野 和 童心社 31431493

１２３  はなさかじじい(紙芝居むかしばなし　第１集) 　黒崎 義介 教育画劇 31509186

１２４  はなたれこぞうさま 　若菜 珪 教育画劇 32032550

１２５  花のき村とぬすびとたち　後編(ほのぼの新見南吉ランド) 　西山 三郎 童心社 31484617

１２６  花のき村とぬすびとたち　前編(ほのぼの新見南吉ランド) 　西山 三郎 童心社 31484616

１２７  はのいたいモモちゃん(ちいさいモモちゃん2) 　鈴木 未央子 童心社 31379304

１２８  ハボンスのしゃぼん玉(童心社のベスト紙芝居) 　桜井 誠 童心社 31431577

１２９  春風と王さま(未明童話紙芝居全集) 　輪島 みなみ 教育画劇 31379410

１３０  ひこいちどんのかさやさん(日本民話かみしばい選) 　小川 陽 童心社 31379318

１３１  ふきの下の神さま(紙しばい日本児童文学名作選) 　滝平 二郎 童心社 31431588

１３２  ふくはうちおにはうち 　石橋 三宜 教育画劇 32032545

１３３  ふしぎなしゃもじ(たのしい日本の民話) 　須々木 博 童心社 31431464

１３４  ふたごのほし(宮沢賢治かみしばいの森) 　ユノ セイイチ 童心社 32032670



１３５  ふるやのもり(童心社のベスト紙芝居) 　金沢 佑光 童心社 31431537

１３６  ぶんぶくちゃがま(紙芝居むかしばなし　第１集) 　前田 松男 教育画劇 31509188

１３７  冬のわらたば(かみしばいグリム童話傑作集) 　西山 三郎 童心社 31431407

１３８  へっこきよめさま（ともだちだいすき） 　藤田 勝治 童心社 32077011

１３９  ほっきょくのムーシカ・ミーシカ(童心社紙芝居傑作選) 　椎野 利一 童心社 31431607

１４０  まいごになった墓石 　 三田市教育委員会 31197977

１４１  まつりのばん(かみしばい宮沢賢治童話名作集) 　福田 庄助 童心社 31431499

１４２  豆っ子太郎(かみしばい日本むかしむかし) 　岡野 和 童心社 31379268

１４３  三日めのかやの実(輝く文部厚生大臣賞シリーズ) 　安 泰 童心社 31431391

１４４  めがねやとどろぼう(紙芝居おおわらい落語劇場) 　東 菜奈 童心社 32035995

１４５  めだらけ(日本の妖怪ぞろ～り) 　吉本 宗 童心社 31485248

１４６  茂吉のねこ　後編(ゆたかなこころシリーズ) 　諸橋 精光 童心社 31484994

１４７  茂吉のねこ　前編(ゆたかなこころシリーズ) 　諸橋 精光 童心社 31484993

１４８  モチモチの木 　諸橋 精光 鈴木出版 32032492

１４９  ももたろう(紙芝居むかしばなし　第１集) 　太賀 正 教育画劇 31509190

１５０  ももたろう(日本名作おとぎばなし) 　石倉 欣二 童心社 31431489

１５１  モモちゃんがあかちゃんだったとき(ちいさいモモちゃん1) 　鈴木 未央子 童心社 31379303

１５２  モモちゃんとかた目のプー(ちいさいモモちゃん6) 　鈴木 未央子 童心社 31379308

１５３  モモちゃんのおみせやさん(ちいさいモモちゃん3) 　鈴木 未央子 童心社 31379305

１５４  やっとこどっこい赤おにさん 　安井 康二 教育画劇 32032542

１５５  やまなし(宮沢賢治かみしばいの森) 　津田 櫓冬 童心社 32032668

１５６  やまんばと三人きょうだい（ともだちだいすき） 　伊藤 秀男 童心社 32111619

１５７  やまんばと三まいのおふだ　後編 　福田 岩緒 教育画劇 32032553

１５８  やまんばと三まいのおふだ　前編 　福田 岩緒 教育画劇 32032552

１５９  やまんばのにしき(たのしい日本の民話) 　井口 文秀 童心社 31431468

１６０  ゆきおんな(日本民話かみしばい選) 　箕田 源二郎 童心社 31431453

１６１  ゆきだるまとおほしさま(おはなしバラエティ第2集) 　中村 景児 教育画劇 31379450



１６２  雪わたり(かみしばい宮沢賢治童話名作集) 　若山 憲 童心社 31431504

１６３  よだかの星(宮沢賢治かみしばいの森) 　篠崎 三朗 童心社 32032669

１６４  りゅうぐうのおよめさん(松谷みよ子民話珠玉選) 　遠藤 てるよ 童心社 31431632

１６５  りゅうの目のなみだ(紙しばい日本児童文学名作選) 　川本 哲夫 童心社 31431589

１６６  ロボット・カミイ　おみせやさんごっこのまき 　田畑 精一 童心社 31379259

１６７  ロボット・カミイ　げきあそびのまき 　田畑 精一 童心社 31379258

１６８  ロボット・カミイ　ちびぞうのまき 　田畑 精一 童心社 31379257

１６９  ロボット・カミイ　ロボットのくにへかえる 　田畑 精一 童心社 31379260

１７０  わらしべちょうじゃ 　木佐森 隆平 教育画劇 32032546

１７１  くもの糸（名作児童文学紙芝居）   諸橋 精光 鈴木出版 321136384

１７２  夏のいしゃ 　梶山 俊夫 童心社 322080565

１７３  おにろく 　岡野 和 童心社 322096637

１７４  ベニスズメトウグヒス 　高橋 五山 全甲社 322099276

１７５  ピーター兎 　蛭田 三郎 全甲社 322099284

１７６  小僧さんの地獄めぐり 　諸橋 精光 鈴木出版 322103730

１７７  水仙月の四日（前編） 　諸橋 精光 鈴木出版 322103748

１７８  水仙月の四日（後編） 　諸橋 精光 鈴木出版 322103755

１７９  うばすて山（ぐんぐんのびのびいきるちから） 　長野 ヒデ子 童心社 322119264

１８０  なかよしのおうち 　井口 文秀 全甲社 322122045

１８１  くじらやま 　多屋 光孫 童心社 322131962

１８２  わらしべ長者 　中川 大輔 埼玉福祉会 322135179

１８３  うばすて山 　中川 大輔 埼玉福祉会 322135187

１８４  ねずみのすもう 　中川 大輔 埼玉福祉会 322135195

１８５  だいくとねこ 　堀川 波 教育画劇 322135203

１８６  くじらのおれいまいり 　石川 えりこ 教育画劇 322135211

１８７  あとかくしの雪 　藤本 四郎 教育画劇 322135229

１８８  ほしになっただいじやどん 　亀澤 裕也 教育画劇 322135237



１８９  絵からとびだしたネコ 　はせがわ かこ 教育画劇 322135245

１９０  じろうまるのはなし 　まつむら まさこ 教育画劇 322135252

１９１  手ぶくろを買いに 　狩野 富貴子 すずき出版 322145178

１９２  泣いた赤おに 　石倉 欣二 すずき出版 322145186

１９３  走れメロス 　宮本 忠夫 すずき出版 322145194

１９４  てんぐのかくれみの 　長野 ヒデ子 童心社 322149097

１９５  あかんぼじいさん 　高橋 五山 全甲社 322170291

１９６  はしの上のおおかみ 　ミノオカ・リョウスケ 鈴木出版 322174632

１９７  花咲き山 　梅田 俊作 鈴木出版 322174640

１９８  てんぐのこま 　岡野 和 岡野和の紙芝居刊行会322177882

１９９  なめこと山の熊 　岡野 和 岡野和の紙芝居刊行会322177890

２００  うぐいすの里 　中川 大輔 埼玉福祉会 323092023

２０１  きき耳ずきん 　中川 大輔 埼玉福祉会 323092031

２０２  かえるのおんがえし 　中川 大輔 埼玉福祉会 323092049

２０３  かわうそときつね 　松島 わき子 童心社 323094664

２０４  おむすびころりん(昔話紙芝居シリーズ夏セット　１) 　中川 大輔 埼玉福祉会 323096115

２０５  ぶんぶく茶がま(昔話紙芝居シリーズ夏セット　２) 　中川 大輔 埼玉福祉会 323096123

２０６  ねずみのよめいり（昔話紙芝居シリーズ夏セット　３） 　中川 大輔 埼玉福祉会 323096131


