
書名(漢字) 著者名 出版社
1 アイスくん 山福 朱実／作 絵 教育画劇
2 あおちゃんきいろちゃんあかちゃん 冬野 いちこ／作 絵 教育画劇
3 あかしろうんどうかい とよた かずひこ／脚本・絵 童心社
4 あかいくつ アンデルセン／[原作] 教育画劇
5 あかずきんちゃん グリム／原作 童心社
6 あかんぼばあさん 川崎 大治／脚本 童心社
7 あき寺のばけもの 西本 鶏介／原作 童心社
8 あっぱれ!チビッコむさし 菊地 ただし／文 教育画劇
9 あてっこあてっこ 野沢 茂／原案 童心社

10 あなからみえるよ 古川 タク／作 絵 教育画劇
11 あひるのおうさま 堀尾 青史／脚本 童心社
12 あひるのぴいぴいとひよこのぴっぴ ステーエフ／原作 童心社
13 あめこんこん 松谷 みよ子／脚本 童心社
14 雨の日のおまじない 宮本 えつよし／作 画 教育画劇
15 あめだま 新美 南吉／作 教育画劇
16 アライくんのくいしんぼたんじょうび 田沢 梨枝子／作 画 教育画劇
17 ありがとうごはんつぶマン みやざき ひろかず／作 絵 教育画劇
18 ありがとうセッケンマン 田中 秀幸／作 画 教育画劇
19 ありがとう!はやねはやおきあさごはんマン岡本 一郎／作 メイト
20 アリババと四十人のとうぞく 林 たかし／文 教育画劇
21 あれあれなあーに? やべ みつのり／作 童心社
22 あわてないあわてない 仲川 道子／脚本・絵 童心社
23 あわてないあわてない 仲川 道子／脚本・絵 童心社
24 あんあんふうせん 古寺 伸竹／作 教育画劇
25 あんもちみっつ 水谷 章三／脚本 童心社
26 いじわるなんかするからさ 柴野 民三／作 教育画劇
27 いそおんながでる海 北川 幸比古／脚本 童心社
28 いたずらぎつね 桜井 信夫／脚本 童心社
29 いちどとまってみぎひだり 今関 信子／脚本 童心社
30 いちばんがすきなサンちゃん 金明 悦子／作 教育画劇
31 いっしょがいいね 山本 和子／作 メイト
32 いっしょにあそぼ! 安藤 由紀／脚本・絵 童心社
33 いっすんぼうし 浜田 留美／文 教育画劇
34 いったんもめん 古山 広子／脚本 童心社
35 いなむらの火 川崎 大治／脚本 童心社
36 いばりんぼたかしくん いしばし しずこ／作 教育画劇
37 いもころがし 川崎 大治／作 童心社
38 うさぎのみみちゃんおにはそとー! 間所 ひさこ／作 教育画劇
39 うさぎのみみちゃんたなばたまつり 間所 ひさこ／作 教育画劇
40 うさこちゃんきをつけて 相沢 るつ子／作 画 教育画劇
41 うさちゃんのおかいもの わらべ きみか／作 絵 教育画劇
42 うっかりうさぎとたしかめカメさん 木曽 秀夫／作 画 教育画劇
43 うまうままんま 長野 ヒデ子／脚本・絵 童心社
44 うまかたどんとたぬきのポンタ 菊地 ただし／文 教育画劇
45 うみにしずんだおに 松谷 みよ子／脚本 童心社
46 うみのおまつり 宮下 昌樹／作 教育画劇
47 うめぼしさん 神沢 利子／脚本 童心社
48 うらしまたろう 奈街 三郎／文 教育画劇
49 うりこひめとあまのじゃく 松谷 みよ子／脚本 童心社
50 うんちくん 宮崎 二美枝／脚本 童心社
51 ウーフはおしっこでできてるか?? 神沢 利子／作 ポプラ社
52 えんそくおくれておいかけて 田沢 梨枝子／作 画 教育画劇
53 おいしいランドのたんけんたい 本間 正樹／作 メイト
54 おうさまさぶちゃん 馬場 のぼる／作・画 童心社
55 おうさまさぶちゃん 馬場 のぼる／脚本・絵 童心社
56 おおかみと七ひきの子やぎ グリム／原作 童心社
57 オオカミのまゆげ YUJI／文 絵 教育画劇
58 おおきくなりたいな 松谷 みよ子／脚本 童心社



59 おおきないけ 小出 保子／作・画 教育画劇
60 おおきなこえでいえるかな 和歌山 静子／脚本・絵 童心社
61 おおどろぼうマーサカサ みやざき ひろかず／作 絵 教育画劇
62 おかあさんおめでとう 神沢 利子／作 ポプラ社
63 おかあさんといっしょ! 内山 晟／写真 教育画劇
64 おかあさんのはなし [アンデルセン／原作] 童心社
65 おかあさんみーつけた 加藤 晃／作画 教育画劇
66 おかえりなさいはなくまちゃん 安藤 由紀／脚本 童心社
67 おけやのてんのぼり 川崎 大治／脚本 童心社
68 おさじさん 松谷 みよ子／作 童心社
69 おしゃべりこねこ 中原 収一／作 画 教育画劇
70 おしゃれなケーキのケーコさん 西内 ミナミ／作 教育画劇
71 おじいさんとおばけ 堀尾 青史／脚本 童心社
72 おじいちゃんはすごいね 中村 文人／作 教育画劇
73 おそらのうえからこんにちは 小賀野 実／写真 案 教育画劇
74 おだんごころころ 坪田 譲治／作 童心社
75 おっはようもうおきた? 小野寺 悦子／脚本 童心社
76 おっぱいはごちそう 細谷 亮太／脚本 童心社
77 お月さまいくつ アンデルセン／原作 童心社
78 おつきさんにばけたいの 新美 南吉／原作 童心社
79 おでかけおでかけ 山本 和子／作 教育画劇
80 おとうさん 与田 凖一／脚本 童心社
81 おとうふさんとそらまめさん 松谷 みよ子／脚本 童心社
82 おなかがすいた 内山 晟／写真 教育画劇
83 おなべとやかんとふらいぱんのけんか 村山 籌子／原作 童心社
84 おににさらわれたあねこ 水谷 章三／脚本 童心社
85 おにはーそと! すぎのこ保育園／脚本 童心社
86 おにばばときんのくさり 山口 節子／文 教育画劇
87 おねしょかいじゅうシーシー 中村 とおる／作 教育画劇
88 おねぼうチュピ わしお としこ／作 教育画劇
89 おねぼうなじゃがいもさん 村山 籌子／原作 童心社
90 おはようがいっぱい しばはら ち／作画 教育画劇
91 おばけとやっちゃん 松野 正子／脚本 童心社
92 おばけのスパゲッティ 小沢 正／作 教育画劇
93 おひなさまがうまれたよ! 冬野 いちこ／作 画 教育画劇
94 おひゃくしょうとえんまさま 君島 久子／再話 童心社
95 おひゃくしょうさんとだんご こわせ たまみ／作 教育画劇
96 おふくちゃんのおいしいごはん 山本 和子／作 メイト
97 おへそ 三好 富美子／脚本 童心社
98 おべんとうなあに 仲川 道子／作 画 教育画劇
99 おべんとうのえんそく 矢玉 四郎／作画 教育画劇

100 おまめくんぱちぱちー とよた かずひこ／脚本・絵 童心社
101 おまんじゅうのすきなとのさま 日下部 由美子／脚本 童心社
102 おむすびころりん 柴野 民三／文 教育画劇
103 おやおやもったいない! 岡本 一郎／作 メイト
104 おやつのじかんだよ まつい のりこ／脚本・画 童心社
105 おやゆびひめ アンデルセン／原作 童心社
106 おやゆびひめ アンデルセン／[原作] 教育画劇
107 およめさんにばけたきつね 吉田 タキノ／脚色 教育画劇
108 おれさまは、カジノモト! 高橋 由為子／脚本・画 童心社
109 オンオンちゃんとヒイヒイちゃん 米川 みちこ／作 教育画劇
110 かいじゅうガオーにきをつけろ! 宮西 達也／作 画 教育画劇
111 かいじゅうがぼがぼ 内山 安二／作画 教育画劇
112 かいじゅうトドラ・トットコ 半沢 一枝／作 童心社
113 かえっこかえっこ 尾崎 真吾／作画 教育画劇
114 かくれんぼ 瀬名 恵子／脚本・画 童心社
115 かぐやひめ 福島 のり子／文 教育画劇
116 かさじぞう 長崎 源之助／文 教育画劇
117 かさじぞう 松谷 みよ子／脚本 童心社



118 かちかちやま 西本 鶏介／文 教育画劇
119 カチャーシーをおどろうよ 真栄城 栄子／脚本 童心社
120 かっぱのすもう 渋谷 勲／脚本 童心社
121 かにむかし 田畑 精一／作 童心社
122 カマキリのぼうけん 江川 多喜雄／脚本 童心社
123 紙芝居障害者といっしょに 汐文社
124 紙芝居障害者といっしょに 汐文社
125 紙芝居障害者といっしょに 汐文社
126 紙芝居障害者といっしょに 汐文社
127 紙芝居障害者といっしょに 汐文社
128 かめのえんそく 中谷 靖彦／作 絵 教育画劇
129 かめくんだいじょうぶ? 仲川 道子／脚本・画 童心社
130 かめくんファイト! 宮崎 二美枝／脚本 童心社
131 からだぽっかぽかおうえんだん 尾崎 曜子／作 画 教育画劇
132 かりゆしの海 まつい のりこ／脚本・画 童心社
133 カレーライスがにげだした しばはら ち／作画 教育画劇
134 がらがらでんしゃ とよた かずひこ／脚本・絵 童心社
135 ガリバー旅行記 スウィフト／作 教育画劇
136 がんばれウンチくん はた よしこ／作 画 教育画劇
137 きこえたね!いただきます 山本 省三／作 メイト
138 きたかぜのくれたテーブルかけ 川崎 大治／脚本 童心社
139 きつねとごんろく 馬場 のぼる／作 童心社
140 きつねのつかい 新美 南吉／原作 童心社
141 きょうのばんごはんなあーに? やべ みつのり／脚本・絵 童心社
142 きょうりゅうがでたりきえたり うすい しゅん／作画 教育画劇
143 きんのだんご 浅沼 とおる／作 画 教育画劇
144 きんいろのおくりもの 植垣 歩子／作 絵 教育画劇
145 ぎゅうっとだっこ いそ みゆき／作 画 教育画劇
146 くいしんぼうのありさん ケロポンズ／作 絵 教育画劇
147 くいしんぼうのおしょうさん 鬼塚 りつ子／脚色 教育画劇
148 くださいな 和歌山 静子／作・画 教育画劇
149 くちのあかないカバヒポポくん わしお としこ／脚本解説 童心社
150 くま一ぴきぶんはねずみ百ぴきぶんか 神沢 利子／作 ポプラ社
151 くれよんさんのけんか 八木田 宜子／作 童心社
152 くろずみ小太郎旅日記 飯野 和好／作・絵 ポプラ社
153 くろずみ小太郎旅日記 飯野 和好／作・絵 ポプラ社
154 くろずみ小太郎旅日記 飯野 和好／作・絵 ポプラ社
155 くろねこのしろいはな わしお としこ／文 教育画劇
156 くろわんしろわんはみがきシュッシュッ 伊東 美貴／作 画 教育画劇
157 くろわんしろわんよーいどん 伊東 美貴／作 画 教育画劇
158 くわず女房 松谷 みよ子／脚本 童心社
159 くーすけのクリスマス やすい すえこ／作 教育画劇
160 くーすけのこいのぼり やすい すえこ／作 教育画劇
161 ぐるぐるおなかのあまたろう しばはら ち／作 画 教育画劇
162 ぐーんとのばせ 瀬名 恵子／作・画 教育画劇
163 けいろうのひ いとう みき／作 絵 教育画劇
164 けちくらべ 小野 和子／文 教育画劇
165 けむりがでているよっ わしお としこ／脚本 童心社
166 けむりがモクモク 田沢 梨枝子／作 画 教育画劇
167 ケーキだほいほい 堀尾 青史／脚本 童心社
168 げたにばける 新美 南吉／作 教育画劇
169 げんきなこうさぎピピン わしお としこ／脚本 童心社
170 ゲンさんのてんのぼり 菊池 俊／脚色 教育画劇
171 こうちゃんのじどうしゃ 松谷 みよ子／脚本 童心社
172 こぎつねコンチといちご 中川 李枝子／脚本 童心社
173 こぎつねコンチとおかあさん 中川 李枝子／脚本 童心社
174 こぎつねコンチのにわそうじ 中川 李枝子／脚本 童心社
175 こぎつねまちへいく 仲倉 眉子／作 画 教育画劇
176 子ざるのかげぼうし 浜田 ひろすけ／作 教育画劇



177 子そだてゆうれい 桜井 信夫／脚本 童心社
178 こねこのしろちゃん 堀尾 青史／脚本 童心社
179 こねこのしろちゃん 堀尾 青史／脚本 童心社
180 こぶたのけんか 高橋 五山／作 童心社
181 こぶたのころちゃん 内山 安二／作・画 教育画劇
182 こぶたのブーフ、ききいっぱつ! よだ くみこ／作 教育画劇
183 こぶたのまーち 村山 桂子／脚本 童心社
184 こぶとりじいさん 鶴見 正夫／文 教育画劇
185 これな?んだ きむら ゆういち／作 教育画劇
186 これはりんご 中川 ひろたか／脚本 童心社
187 ころりおにぎりできあがり 山本 省三／作 メイト
188 こわかったおかいもの 宗方 あゆむ／作 教育画劇
189 コンちゃんのかぜようじん 大久保 宏昭／作 画 教育画劇
190 こんにちは、ゾウです。 内山 晟／写真 教育画劇
191 ごきげんのわるいコックさん まつい のりこ／脚本・画 童心社
192 ごしごしごし とよた かずひこ／脚本・絵 童心社
193 ごちそうなにができるかな わしお としこ／脚本 童心社
194 ごはんですよーっ 宮崎 二美枝／脚本 童心社
195 ゴロゴロゴロン とよた かずひこ／脚本・絵 童心社
196 ごろん ひろかわ さえこ／脚本・絵 童心社
197 ごんぎつね 新美 南吉／原作 童心社
198 さっさっさっちゃん 田沢 梨枝子／作 教育画劇
199 さとり 岡田 ゆたか／脚本・画 童心社
200 さめにのまれたゲンナさん やすい すえこ／文 教育画劇
201 サルとカニのもちつき 吉田 タキノ／文 教育画劇
202 さるかにがっせん 長崎 源之助／文 教育画劇
203 さわがにのかこちゃん 高家 博成／脚本 童心社
204 三人きょうだい 菊池 寛／作 教育画劇
205 三びきのこぶた 川崎 大治／脚本 童心社
206 したきりすずめ 松谷 みよ子／脚本 童心社
207 したきりすずめ 安田 浩／文 教育画劇
208 シャカシャカふりふりあさごはん 田村 忠夫／脚本 童心社
209 しょうじきこぞうさん 松岡 節／文 教育画劇
210 しらゆきひめ グリム／原作 童心社
211 しりとりあそび このみ ひかる／作 教育画劇
212 しりなりべら 渋谷 勲／脚本 童心社
213 しりやのめいじん 望月 新三郎／脚本 童心社
214 しんかんせんははやい 中川 ひろたか／脚本 童心社
215 しんくんとモーリー 新井 洋行／作 絵 教育画劇
216 じいさまときつね 増田 尚子／脚本 童心社
217 じごくけんぶつ 水谷 章三／脚本 童心社
218 じしんがきたら… 山下 文男／脚本 童心社
219 じしんなんかにまけないぞ! 山本 省三／作 画 教育画劇
220 じぶんで! 礒 みゆき／脚本・絵 童心社
221 じゃがいもコロコロ くすみ まさゆき／作 画 教育画劇
222 ジャックとまめのき 堀尾 青史／脚本 童心社
223 ジャックと豆の木 角田 光男／文 教育画劇
224 スイッチにんじゃ 苅田 澄子／作 教育画劇
225 スクランブル 黒猫 魚太郎／原作 汐文社
226 ステゴのあかちゃんザウルス 福岡 昭二／作 絵 教育画劇
227 す・て・な・い・で! わしお としこ／作 教育画劇
228 せかい一大きなケーキ 古田 足日／作 童心社
229 せみとくまのこ 鶴見 正夫／作 童心社
230 そらのさんぽ 鶴見 正夫／作 教育画劇
231 そんごくうだいかつやく 呉 承恩／原作 童心社
232 ぞうさんのすべりだい 早野 洋子／作 教育画劇
233 ぞうちゃんのおかし 武鹿 悦子／作 教育画劇
234 ぞうりはどこへ 多田 ヒロシ／文 画 教育画劇
235 たいいくのひだいすき! 宮本 えつよし／作 絵 教育画劇



236 台風がきたぞ 千世 繭子／脚本 童心社
237 台風がきたぞ 千世 繭子／脚本 童心社
238 たいへんなわすれもの 三田村 信行／作 教育画劇
239 たからさがし まつい のりこ／脚本・画 童心社
240 たのきゅう 渋谷 勲／脚本 童心社
241 たべたいのなーに? 穂高 順也／脚本 童心社
242 たべられたやまんば 松谷 みよ子／脚本 童心社
243 たまごがころべば 中川 ひろたか／脚本 童心社
244 たまごはかせともじゃもじゃ 矢崎 節夫／作 教育画劇
245 タンタンテンテンいっしょにごあいさつ よだ くみこ／作 教育画劇
246 たんたんとんとん 仲川 道子／脚本・絵 童心社
247 だいじなかみのけ 国松 俊英／脚本 童心社
248 だいちゃんのおかしなひなんくんれん 宮崎 二美枝／脚本 童心社
249 だましりとり きむら ゆういち／作 教育画劇
250 だるまさんがころんだ 福田 岩緒／脚本・絵 童心社
251 だれかな?だれかな? 内山 晟／写真 教育画劇
252 だんごとだいふくなにからできてるの? 平田 昌広／作 教育画劇
253 だんごむしのころちゃん 高家 博成／脚本 童心社
254 ちいさなおばけ 瀬名 恵子／作・画 教育画劇
255 ちいさなきかんしゃ 池田 善朗／作 童心社
256 ちからたろう 川崎 大治／脚本 童心社
257 ちちちマン 細谷 亮太／脚本 童心社
258 ちゅうしゃにいったモモちゃん 松谷 みよ子／脚本 童心社
259 ちょうちょホテル 松谷 みよ子／脚本 童心社
260 チョコレートカステラだいじけん かこ さとし／[作] 童心社
261 チーちゃんはかくのがすき 高橋 太代／作 教育画劇
262 つぼがトコトコ 東川 洋子／文 教育画劇
263 つるのおんがえし 岡上 鈴江／文 教育画劇
264 つるつるシャキシャキもーぐもぐ 荒木 文子／脚本 童心社
265 てぶくろ 堀尾 青史／脚本 童心社
266 てぶくろをかいに 新美 南吉／原作 童心社
267 てんからおだんご 高橋 五山／原作 童心社
268 てんぐとかっぱとかみなりどん かこ さとし／[作] 童心社
269 てんとうむしのテム 得田 之久／脚本・画 童心社
270 天人のはごろも 堀尾 青史／脚本 童心社
271 でいだらぼっち 津谷 タズ子／脚本 童心社
272 でてきたなあーんだ? やべ みつのり／脚本・絵 童心社
273 でてこいこい! 間所 ひさこ／脚本 童心社
274 でんしゃがくるよ とよた かずひこ／脚本・絵 童心社
275 とうふこぞうとなっとうむすめ たごもり のりこ／作 絵 教育画劇
276 とのさまからもらったごほうび 山路 愛子／脚本 童心社
277 トプスはつよいおにいちゃん 福岡 昭二／文 絵 教育画劇
278 トラよりつよいカエルくん 矢崎 節夫／文 教育画劇
279 とりのみじっちゃ 斎藤 純／脚本 童心社
280 とんとこもりのやくそく 浅沼 とおる／作 絵 教育画劇
281 トンボのトンちゃんかくれんぼ 矢野 亮／脚本 童心社
282 どくのはいったかめ 多田 ヒロシ／文 画 教育画劇
283 ドロンコちゃんピカピカちゃん 尾崎 曜子／作 画 教育画劇
284 どんぐりころころ 鶴見 正夫／作 教育画劇
285 どんぐりのあかちゃん 島本 一男／脚本 童心社
286 どんぐりの家 山本 おさむ／原作 汐文社
287 どんなあじ? ひろかわ さえこ／脚本・絵 童心社
288 ないたあかおに 浜田 ひろすけ／作 教育画劇
289 ないて百にん力 東川 洋子／文 教育画劇
290 なかよしおはしのはーちゃんとしーちゃん戸田 和代／作 メイト
291 ながぐつをはいたねこ C・ペロー／原作 童心社
292 ながぐつをはいたねこ ペロー／作 教育画劇
293 なきむしくん 宮本 えつよし／作 画 教育画劇
294 なぞなぞたんていニャンタロー このみ ひかる／作 教育画劇



295 なぞなぞだいぼうけん このみ ひかる／作 教育画劇
296 なぞなぞまおうをやっつけて! 大高 ゆきお／文 教育画劇
297 なぞなぞむこどん 佐藤 義則／脚本 童心社
298 なぞなぞめめめ ときわ ひろみ／脚本 童心社
299 ナナちゃん、ヨッちゃん、おちついて! 本田 カヨ子／作 教育画劇
300 ナナばあさんのまじょスープ 平井 貴子／作画 教育画劇
301 なんだろう 桜井 信夫／脚本 童心社
302 なんにもせんにん 巌谷 小波／原作 童心社
303 なんにもせんにん 巌谷 小波／原作 童心社
304 にげたくれよん 八木田 宜子／作 童心社
305 にこにこかわいい タナカ ヒデユキ／作 画 教育画劇
306 にじになったきつね 川田 百合子／脚本 童心社
307 にらめっこしましょあっぷっぷ! 長野 ヒデ子／脚本・絵 童心社
308 にんぎょひめ アンデルセン／[原作] 教育画劇
309 人魚ひめ アンデルセン／原作 童心社
310 ぬすびととこひつじ 新美 南吉／原作 童心社
311 ぬまのぬしからのてがみ 望月 新三郎／脚本 童心社
312 ねえあそぼうよ! 藤本 ともひこ／脚本・絵 童心社
313 ねこのおかあさん 渡辺 享子／脚本・画 童心社
314 ねずみきょう 武士田 忠／脚本 童心社
315 ねずみちょうじゃ 川崎 大治／脚本 童心社
316 ねずみのしっぽ 瀬名 恵子／作・画 教育画劇
317 ねずみのミーちゃんききいっぱつ 上地 ちづ子／脚本 童心社
318 ねないこだあれ 松谷 みよ子／脚本 童心社
319 ねぼすけこびと まつい のりこ／脚本・絵 童心社
320 のっぺらぼう 渋谷 勲／脚本 童心社
321 のみのかわでつくった王さまのながぐつ高橋 五山／脚本 童心社
322 はのいたいモモちゃん 松谷 みよ子／脚本 童心社
323 はいはいあーん 和歌山 静子／脚本・絵 童心社
324 はかばへいくむすめ にへい たもつ／文 教育画劇
325 はしれ!とびだせ!まちのくるま 小賀野 実／写真 案 教育画劇
326 はじめてのひなんくんれん 木暮 正夫／作 教育画劇
327 はたらいているみなさんありがとう! にへい たもつ／作 教育画劇
328 はだかのおうさま アンデルセン／原作 童心社
329 はだかの王さま アンデルセン／[原作] 教育画劇
330 はないっぱいになあれ 松谷 みよ子／脚本 童心社
331 はなのすきなおじいさん 小林 純一／脚本 童心社
332 はなさかじじい 浜田 広介／文 教育画劇
333 はなたろうとあかべえ すとう あさえ／作 メイト
334 はぶらしちゃんと! 長野 ヒデ子／脚本・絵 童心社
335 ハムちゃんとあそぼっ! 内山 晟／写真 教育画劇
336 はやいぞ!しんかんせん 小賀野 実／写真 案 教育画劇
337 はんぶんこのひ 塩田 守男／作 絵 教育画劇
338 ばいきんバイバイ! 仲川 道子／脚本・絵 童心社
339 ばいばいばいきんだいまおう 浅沼 とおる／作 画 教育画劇
340 ばかされギツネ 菊地 ただし／文 教育画劇
341 ばけこちゃんのおべんとう 苅田 澄子／脚本 童心社
342 ばけねこやま 山崎 杉夫／文 絵 教育画劇
343 ばけばけーどん! 谷地元 雄一／脚本 童心社
344 ばけものでら 水谷 章三／脚本 童心社
345 パンダコパンダ 宮崎 駿／原案 脚本 教育画劇
346 パンダコパンダ 宮崎 駿／原案 脚本 教育画劇
347 パンダコパンダ 宮崎 駿／原案 脚本 教育画劇
348 パンダコパンダ 宮崎 駿／原案 脚本 教育画劇
349 パンダコパンダ 宮崎 駿／原案 脚本 教育画劇
350 パンダコパンダ 宮崎 駿／原案 脚本 教育画劇
351 ひかりの星 浜田 ひろすけ／作 教育画劇
352 ひみつのあかいジュース 岡 信子／作 メイト
353 ひみつのザリガニ 杉浦 宏／脚本 童心社



354 ひもかとおもったら… 古川 タク／作画 教育画劇
355 ひもが一ぽん 白浜 杏子／作 教育画劇
356 ひゃくものがたりとゆうれい 平田 昌広／文 教育画劇
357 ひよこのろくちゃん かこ さとし／[作] 童心社
358 ひよこちゃん チュコフスキー／原作 童心社
359 ひろしとひまわり 西村 由紀子／原作 童心社
360 ひーらいたひーらいた まつい のりこ／脚本・画 童心社
361 ぴこたんのなぞなぞうんどうかい このみ ひかる／作 教育画劇
362 ぴこたんのなぞなぞレストラン このみ ひかる／作 教育画劇
363 ぴったんこってきもちいいね 田村 忠夫／脚本 童心社
364 ぴょこたんのしゃぼんだまあいうえお このみ ひかる／作 教育画劇
365 ぴょこたんのなぞなぞ1.2.3 このみ ひかる／作 教育画劇
366 ぴょんぴょんぼたもち 高木 あきこ／脚色 教育画劇
367 ふうせんふわふわ 堀尾 青史／作 童心社
368 ふうたのはなまつり あまん きみこ／原作 童心社
369 ふうちゃんのそり 神沢 利子／脚本 童心社
370 ふくはうちおにもうち 藤田 勝治／脚本・画 童心社
371 ふしぎなおとしもの 山本 省三／作 絵 教育画劇
372 ふしぎなしゃもじ 佐々木 悦／脚本 童心社
373 ふしぎなくるま まつい のりこ／脚本・絵 童心社
374 ふたごのねずみネズくん!ミーちゃん! 冬野 いちこ／作 画 教育画劇
375 ふたごのまるまるちゃん 犬飼 由美恵／脚本 教育画劇
376 ふにゃふにゃなーに 片桐 百合子／作 教育画劇
377 ふらふらふーちゃんおたすけメニュー! 宗方 あゆむ／作 教育画劇
378 ふるやのもり 水谷 章三／脚本 童心社
379 ふるやのもり 水谷 章三／脚本 童心社
380 ぶたのいつつご 高橋 五山／作・はり絵 童心社
381 ブラキオサウルスのかぞく 月本 佳代美／絵 教育画劇
382 ブルドーザーのブルくん! 小賀野 実／写真 案 教育画劇
383 ブレーメンのおんがくたい グリム／原作 童心社
384 ぶんぶくちゃがま 筒井 敬介／文 教育画劇
385 ぶーらんぶーらんたのしいね 山本 省三／作 教育画劇
386 へちまばあさん 山口 節子／脚本 童心社
387 へっこきよめ 香山 美子／脚色 教育画劇
388 へっちゃらさーくんのおやつえんそく 相沢 るつ子／作 画 教育画劇
389 へんしんおでん 青山 友美／作 絵 教育画劇
390 ヘンゼルとグレーテル グリム／原作 童心社
391 ベルがならない 都丸 つや子／脚本 童心社
392 ほねほねげんき? 服部 幸應／作 教育画劇
393 ほねほね…ほ! 若山 甲介／脚本・絵 童心社
394 ぼく、だーれだ? 小賀野 実／写真 案 教育画劇
395 ぼくにものせてよ 関 七美／作 教育画劇
396 ぼくのおうちは? 中川 ひろたか／脚本 童心社
397 ぼくのタガメ 杉浦 宏／原案 童心社
398 ぼくのへんてこロボット なかえ よしを／作 教育画劇
399 ぼくはかぶとむし 渡辺 享子／脚本・画 童心社
400 ぼくたちしょうぼうしゃ 小賀野 実／写真 案 教育画劇
401 ぼくらなかよしサファリバス 小賀野 実／写真 案 教育画劇
402 ぼくらはトラックちからもち 小賀野 実／写真 案 教育画劇
403 ぼたもちをくったほとけさま やすい すえこ／文 教育画劇
404 ポッチィはくいしんぼう 木村 裕一／作画 教育画劇
405 ポテトサラダのすきな王さま 仲倉 眉子／作 教育画劇
406 マイアサウラのぴいちゃん 矢崎 節夫／作 教育画劇
407 まじょのリリーのおかいもの 新井 洋行／作 絵 教育画劇
408 また、あおうね 宮崎 二美枝／脚本 童心社
409 まっくらぐらぐら 高木 あきこ／作 教育画劇
410 まっくろけのうし 小野 和子／文 教育画劇
411 マッチうりの少女 アンデルセン／[原作] 教育画劇
412 マッチうりのしょうじょ アンデルセン／原作 童心社



413 まつの木のプレゼント 竹田 佳代／原作 童心社
414 まねっここざる 福島 のり子／文 教育画劇
415 まほうのこなぐすり 小野 和子／脚色 教育画劇
416 まほうのふえ 湯浅 とんぼ／脚本 童心社
417 まほうのふで 川崎 大治／脚本 童心社
418 まほうつかいのイイコト?アール やすい すえこ／作 教育画劇
419 まるぱんころころ 川崎 大治／作 童心社
420 マロンおうじのぼうけん 三田村 信行／作・構成 教育画劇
421 まんじゅうこわい 多田 ヒロシ／文 画 教育画劇
422 まんまるまんまたんたかたん 荒木 文子／脚本 童心社
423 みずたまレンジャー 浅沼 とおる／作 絵 教育画劇
424 みててねみててね 冬野 いちこ／作 画 教育画劇
425 みにくいあひるのこ アンデルセン／原作 童心社
426 みにくいあひるの子 アンデルセン／[原作] 教育画劇
427 みねちゃんは靴みがきやさん 菊地 澄子／原作 汐文社
428 みんなでかくれんぼ 内山 晟／写真 教育画劇
429 みんなでたいそう 新沢 としひこ／脚本 童心社
430 みんなでぽん! まつい のりこ／脚本・画 童心社
431 みんなのあかちゃんモルモット 今関 信子／脚本 童心社
432 みんなのうんち 内山 晟／写真 教育画劇
433 みんなのこうえん 高木 あきこ／作 教育画劇
434 みんなリボン なかむら とおる／作 教育画劇
435 ミーミとコロなかよしなんだもん 内山 晟／写真 教育画劇
436 むかでのおつかい 吉田 タキノ／文 教育画劇
437 むきむきおいしい! 土田 義晴／脚本・絵 童心社
438 むくどりのゆめ 浜田 ひろすけ／作 教育画劇
439 むくむくぽっかりほんわりこ まつい のりこ／脚本・画 童心社
440 めだらけ 滝本 つみき／脚本 童心社
441 モチモチの木 斎藤 隆介／原作 鈴木出版
442 もみもみおいしゃさん とよた かずひこ／脚本・絵 童心社
443 ももたろう 松谷 みよ子／脚本 童心社
444 ももたろう 香山 美子／文 教育画劇
445 モモちゃんがあかちゃんだったとき 松谷 みよ子／脚本 童心社
446 モモちゃんとかた目のプー 松谷 みよ子／脚本 童心社
447 モモちゃんのおみせやさん 松谷 みよ子／脚本 童心社
448 もりのまほう 甲谷 勝／作 絵 教育画劇
449 やさしいおともだち 武田 雪夫／原作 童心社
450 ゆいちゃんとせいじんのひ 新井 悦子／文 教育画劇
451 ゆうきのビビビンパワー 宮崎 二美枝／脚本 童心社
452 雪の女王 アンデルセン／原作 童心社
453 ゆきおんな 桜井 信夫／脚本 童心社
454 ゆきせんにんのひっこし おだ しんいちろう／作 教育画劇
455 ゆっくりゆっくり 岡田 なおこ／脚本 童心社
456 ゆめみこぞう 若林 一郎／脚本 童心社
457 よいしょよいしょ まつい のりこ／脚本・絵 童心社
458 よぶこどり 浜田 ひろすけ／作 教育画劇
459 よわむしおばけ 仲倉 眉子／作画 教育画劇
460 ライオンのめがね ビルドラック／作 教育画劇
461 ライオンのめがね ビルドラック／作 教育画劇
462 竜のふち 篠崎 三朗／文 絵 教育画劇
463 りゅうのめのなみだ 浜田 ひろすけ／作 教育画劇
464 りゅうぐうのおよめさん 松谷 みよ子／脚本 童心社
465 りゅうぐうのくろねこ イ スジン／脚本・絵 童心社
466 りんごのおいしいわけかた 木村 裕一／作画 教育画劇
467 りんごくんのおうちはどこ? とよた かずひこ／脚本・絵 童心社
468 りんごちゃん 服部 幸應／作 教育画劇
469 ルナとミミタ 中村 ルミ子／脚本 童心社
470 るるのおうち まつい のりこ／脚本・画 童心社
471 レックスのだいぼうけん 中村 文人／作 教育画劇



472 ロボット・カミイ 古田 足日／作 童心社
473 ロボット・カミイ 古田 足日／作 童心社
474 ロボット・カミイ 古田 足日／作 童心社
475 ロボット・カミイ 古田 足日／作 童心社
476 ロボットポコペンはじめてのおるすばん 若山 甲介／脚本・絵 童心社
477 ロボット・ロボののぼりぼう 古田 足日／作 童心社
478 ワンタのどうぶつかくれんぼ オームラ トモコ／作 絵 教育画劇
479 ワンタさんは、おおいそがし やすい すえこ／脚本 童心社



資料番号
322545450
322545906
322554692
322554791
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322549023
322555053
322549460
322546011
322548850
322548322
322549130
322546375
322545096
322545104
322555087
322546433
322549718
322549940
322545716
322549676
322555012
322545294
322548181
322548983
322549932
322548546
322548603
322546193
322545302
322549924
322554825
322554957
322546318
322547845
322549106
322545260
322546391
322549759
322546417
322548942
322546201
322548405
322546219



322546227
322549916
322548280
322548827
322548025
322545591
322545609
322545617
322545625
322545633
322554999
322547837
322549189
322545500
322549890
322549981
322549825
322554742
322545542
322545286
322555020
322555095
322549296
322547902
322549254
322548777
322545484
322548967
322545930
322546268
322546482
322549783
322549585
322548462
322549601
322549619
322549627
322554981
322545732
322545765
322548207
322545773
322545724
322545112
322545187
322545054
322548694
322547860
322545807
322549742
322548769
322548033
322546284
322549429
322554437
322554429
322554445
322545252
322549320



322548249
322547696
322548470
322548918
322549098
322545153
322548876
322546250
322545948
322549858
322545377
322545823
322545856
322546029
322554411
322549817
322547951
322547969
322549833
322548553
322549262
322549247
322554528
322548678
322548686
322546151
322541400
322548801
322554858
322546185
322548397
322547894
322548660
322554866
322546383
322548264
322548306
322549866
322545674
322548363
322548256
322547852
322545831
322541392
322545492
322554759
322554874
322545641
322545583
322545435
322545658
322549643
322549692
322546490
322554890
322549080
322549007
322548793
322545062



322554304
322554346
322549197
322554403
322548348
322547928
322548215
322549841
322549965
322545955
322548512
322548165
322547829
322554627
322549163
322545997
322545443
322547985
322546466
322549734
322548223
322548157
322549502
322549445
322549551
322549072
322554973
322546243
322547944
322548454
322549270
322549775
322549544
322555061
322555038
322554551
322555152
322549171
322549809
322545476
322548629
322545385
322554965
322548595
322545070
322548017
322548710
322545872
322549049
322548041
322545567
322547878
322549304
322548728
322545351
322554775
322554932
322545146
322550039



322550047
322545963
322548611
322548116
322545815
322549205
322554569
322547704
322549668
322548900
322548975
322555129
322549155
322549379
322554809
322549288
322554510
322548538
322548884
322548298
322548587
322546474
322547746
322549411
322554395
322548355
322549387
322549486
322547886
322546326
322546086
322545781
322545088
322554882
322554783
322549452
322555046
322546136
322545310
322548173
322546037
322546052
322545047
322547977
322545864
322548645
322554353
322546334
322548520
322548371
322554635
322554643
322554650
322554668
322554676
322554684
322549353
322545369
322548009



322546409
322549064
322546359
322549536
322548934
322548066
322549882
322550021
322550013
322548504
322550005
322549999
322546300
322548868
322549767
322555103
322555111
322555004
322548561
322555137
322545757
322554619
322546458
322545518
322548439
322548835
322548892
322545393
322546060
322554924
322546169
322549031
322548108
322546292
322545898
322545468
322554908
322547811
322545526
322548124
322546078
322545203
322554718
322555145
322549221
322547993
322546094
322546110
322546102
322548736
322546441
322549973
322545427
322554585
322548082
322545799
322548637
322554833
322554940



322548090
322546516
322546276
322549122
322555186
322545138
322555178
322545534
322548652
322549148
322545682
322549015
322554817
322555194
322545575
322545989
322548488
322549874
322548074
322546003
322545211
322548991
322546045
322548744
322547936
322549312
322554379
322554494
322555806
322549569
322546144
322548819
322549478
322549528
322549494
322554601
322549684
322545039
322547779
322549361
322548330
322545666
322548058
322548843
322549908
322549346
322549213
322554726
322554734
322546342
322549338
322548413
322554361
322549239
322554700
322545559
322547787
322554387
322545401



322554478
322554460
322554452
322554486
322547761
322548199
322554577
322547738


