
書　　　　　　名 著　者　名（絵） 出版社 資料番号

１  アイアイとウムウムのなんでもくだものや(ゆかいなたべもののおはなし第2集) 　黒岩 明人 教育画劇 31379523

２  あかいえりまき(おはなしバラエティ 第2集) 　鈴木 幸枝 教育画劇 31379448

３  あかいてぶくろ(年少版かみしばい･ひまわりシリーズ) 　中村 有希 童心社 31379276

４  あかいめあおいめ(こぶたシリーズ) 　山本 まつ子 童心社 31379295

５  あっちとこっち(げんきななかまシリーズ) 　多田 ヒロシ 童心社 31431548

６  あっちゃんのふうせん(年少版かみしばい･ひまわりシリーズ) 　駒井 啓子 童心社 31379277

７  あひるさんとにわとりさん(村山籌子幼年かみすばい) 　村山 知義 童心社 32031351

８  あひるのぴいぴいとひよこのぴっぴ(ひよこシリーズ) 　二俣 英五郎 童心社 31379283

９  あめあがりのさんぽ(おはなしワクワク) 　中村 有希 教育画劇 31379506

１０  あめふりともだち（年少向けおひさまこんにちは） 　島津 和子 童心社 32076163

１１  ありさんわっしょい(こりすシリーズ) 　久保 雅勇 童心社 31379301

１２  あるくてぶくろ(おはなしバラエティ) 　末崎 茂樹 教育画劇 31379483

１３  あれあれなーに？(年少版かみしばい･ちいさいおともだち) 　やべ みつのり 童心社 31431613

１４  あわてものしょうぼうしゃウーカン(のりものだいすき) 　西村 郁雄 教育画劇 31379478

１５  あんあんふうせん(ポッポシリーズ) 　西村 達馬 教育画劇 31379472

１６  いじわるだめよ(こりすシリーズ) 　小林 和子 童心社 31379297

１７  いたずら２人ぐみ(げんきななかまシリーズ) 　おぼ まこと 童心社 31431553

１８  いたずらおばけ(ゆかいなおばけシリーズ) 　鈴木 寿雄 童心社 31379255

１９  いたずらかにくん(こぶたシリーズ) 　駒井 啓子 童心社 31379293

２０  いたずらにんじゃをつかまえろ(にんじゃでござる！) 　しばはら ち 教育画劇 32032567

２１  イルカのピー（ともだちだいすき） 　渡辺 享子 童心社 32080315

２２  うみのおまつり(かわいい八つのおはなし) 　長島 克夫 教育画劇 31379467

２３  おいしいとびらをとんとんとん（食育かみしばい・おいしいね、うれしいね！） 　土田 義晴 童心社 32110502

２４  オオカミおとこはかわいそう(世界のおばけ) 　田中 秀幸 教育画劇 32007379

２５  おおかみのおうさま(童心社のベスト紙芝居) 　小谷野 半二 童心社 31431413

２６  おおきないけ(かわいい八つのおはなし) 　小出 保子 教育画劇 31379460



２７  おおきなおおきなおさかなパン(かみしばいだいすき) 　内山 安二 教育画劇 31379384

２８  おおきなぼうし(おはなしなーに) 　木曽 秀夫 教育画劇 31379403

２９  おおぐいのダチョウ（ともだちだいすき） 　降矢 洋子 童心社 32079178

３０  おかあさんどこかな(年少版かみしばい･ちいさいおともだち) 　鎌田 暢子 童心社 31431609

３１  おかあさんみーつけた(みんなといっしょにね) 　加藤 晃 教育画劇 31379456

３２  おしゃれなケ－キのケ－コさん(ゆかいなたべもののおはなし) 　末崎 茂樹 教育画劇 31379513

３３  おしろさんとおくろさん(村山籌子幼年かみしばい) 　和歌山 静子 童心社 32031353

３４  おたまじゃくしの１０１ちゃん(小さな生物のせかい) 　仲川 道子 童心社 31431527

３５  おちゃわんやまのごちそう（ともだちだいすき） 　篠崎 三朗 童心社 32077354

３６  おっきなバナナ(おはなしみーつけた！) 　ひまわり 教育画劇 31484610

３７  おなべとやかんとふらいぱんのけんか(ひよこシリーズ） 　田畑 精一 童心社 31379279

３８  おにがしまのまめ(おはなしバラエティ) 　仲倉 眉子 教育画劇 31379484

３９  おねぼうなじゃがいもさん(紙芝居ベストセレクション第１集) 　村山 知義 童心社 31569171

４０  おばあさんのたからもの(きれいな花いっぱい) 　山本 省三 教育画劇 31379435

４１  おばあちゃんがくる日(ゆたかなこころシリーズ) 　藤枝 つう 童心社 31431564

４２  おばけのアメーバー(かみしばいだいすき) 　北山 葉子 教育画劇 31379382

４３  おばけのスパゲッティ(ゆかいなたべもののおはなし) 　古川 タク 教育画劇 31379512

４４  おひゃくしょうとめうし(童心社のベスト紙芝居) 　二俣 英五郎 童心社 31431469

４５  おふろでプクプク(年少版かみしばい･ちいさいおともだち) 　高橋 ゆいこ 童心社 31431612

４６  おべんとつけてどこいくの（ともだちだいすき） 　垂石 真子 童心社 32077743

４７  おむつかえをまつあいだ(げんきななかまシリーズ) 　長島 浩 童心社 31484986

４８  おもちゃどろぼう(おはなしドキドキ) 　しばはら ち 教育画劇 31379353

４９  おもちゃのおふね(パピｰちゃんシリーズ) 　高橋 宏幸 教育画劇 31379401

５０  オンオンちゃんとヒイヒイちゃん(かわいい八つのおはなし) 　山内 恵美子 教育画劇 31379465

５１  おんなじおんなじ(うさちゃんシリーズ) 　多田 ヒロシ 童心社 31379329

５２  かいじゅうがぼがぼ(みんなもいっしょにね) 　内山 安二 教育画劇 31379453

５３  かいじゅうドットセイ(パピｰちゃんシリーズ) 　野々口 重 教育画劇 31379400



５４  かいじゅうトドラ・トットコ(童心社のベスト紙芝居) 　仲川 道子 童心社 31431415

５５  かえっこかえっこ(みんなといっしょにね) 　尾崎 真吾 教育画劇 31379455

５６  かさくんのおさんぽ（年少向けおひさまこんにちは） 　仲川 道子 童心社 32077742

５７  がみがみおかあさん(かみしばい･おもしろ劇場) 　水沢 研 童心社 31431544

５８  かみしばいおに(ユーモアひろば) 　矢玉 四郎 教育画劇 31379368

５９  かみひこうきはだいじなてがみ(げんきななかまシリーズ) 　鎌田 暢子 童心社 31484977

６０  かるかやバレーがっこう(かこさとし紙芝居傑作選) 　こさか しげる 童心社 31379341

６１  カレ－ライスがにげだした(ゆかいなたべもののおはなし) 　しばはら ち 教育画劇 31379516

６２  かわいいやぎさんのおひげ(村山籌子幼年かみしばい) 　村山 知義 童心社 32031354

６３  かわへおちたたまねぎさん(村山籌子幼年かみしばい) 　長谷川 知子 童心社 32031352

６４  がんばれ木の葉の剣(ゆたかなこころシリーズ) 　岡田 ゆたか 童心社 31431565

６５  きたかぜとおんなのこ（ともだちだいすき）   菊地　恭子 童心社 31631478

６６  キツネーのおかしパン(おはなしバラエティ) 　中村 景児 教育画劇 31379487

６７  きつねとかわうそ(パピｰちゃんシリーズ) 　遠竹 弘幸 教育画劇 31379396

６８  きつねとごんろく(わらいとユーモア大行進) 　馬場 のぼる 童心社 31431476

６９  きつねとゴンロク(紙芝居ベストセレクション第１集) 　馬場 のぼる 童心社 31569178

７０  きょうりゅうがでたりきえたり 　うすい しゅん 教育画劇 31379380

７１  きょうりゅうかみなりぼうや(わらいとユーモア大行進) 　伊東 章夫 童心社 31431478

７２  グウグウハンバ－グウ(ゆかいなたべもののおはなし第2集) 　相沢 るつ子 教育画劇 31379518

７３  くちのあかないカバヒポポくん(童心社のベスト紙芝居) 　田畑 精一 童心社 31431471

７４  くつのぼうけん(いちごシリーズ) 　箕田 美子 童心社 31379322

７５  くまくんだったらどうしたとおもう？(ゆたかなこころシリーズ) 　宮本 忠夫 童心社 31431558

７６  くまくんはみかんがきらい？(くだものだいすき) 　ながよし かよ 教育画劇 32032563

７７  くまさんのトラック(こんにちわ) 　富永 秀夫 教育画劇 31379427

７８  くまになったピアナ(こわいこわーいおはなし) 　スズキ コージ 童心社 31431409

７９  くらげくんおてつだいだいすき(くらげくんシリーズ) 　塩田 守男 教育画劇 31379365

８０  くらげくんびっくりかくれんぼ(くらげくんシリーズ) 　塩田 守男 教育画劇 31379367



８１  くらげくんへんてこゆうびんやさん(くらげくんシリーズ) 　塩田 守男 教育画劇 31379366

８２  ぐるぐる(かみしばい･おもしろ劇場) 　前川 かずお 童心社 31431541

８３  くれよんさんのけんか(かみしばいがはじまるよ) 　田畑 精一 童心社 31431581

８４  ぐんたとつくつくぼうし－セミのはなし－(ちいさな虫のなかまたち) 　山本 省三 教育画劇 32032536

８５  ケーキだほいほい（童心社のベスト紙芝居） 　久保 雅勇 童心社 31431414

８６  げんきな、げんごろうゲンちゃん－ゲンゴロウのはなし－(ちいさな虫のなかまたち) 　宮西 達也 教育画劇 32032535

８７  こいぬのはなし１　こいぬがうまれた(年少版かみしばい) 　横内 襄 童心社 31431614

８８  こいぬのはなし２　おおきくなったこいぬ(年少版かみしばい) 　横内 襄 童心社 31431615

８９  こうさぎと７いろのマフラー(おはなしドキドキ) 　山本 省三 教育画劇 31379354

９０  こぐまのこぐちゃん(こぐまシリーズ) 　富永 秀夫 童心社 31379345

９１  コッコおばさんのうれしいおでんわ(げんきななかまシリーズ) 　仲川 道子 童心社 32032676

９２  コッコおばさんのおいしいレストラン(コッコおばさんシリーズ) 　仲川 道子 童心社 32032674

９３  コッコおばさんのおばけのアイスクリーム(げんきななかまシリーズ) 　仲川 道子 童心社 32032675

９４  こねこちゃん(うさちゃんシリーズ) 　安 泰 童心社 31379332

９５  この虫なんだろう？(ようこそ図書館へ) 　藤本 四郎 童心社 32032667

９６  ５ひきのカエル（ともだちだいすき）   梅田 俊作 童心社 32079866

９７  こびとのりんご(くだものだいすき) 　しばはら ち 教育画劇 32032562

９８  こぶたのおひるね（年少向けおひさまこんにちは） 　国松 エリカ 童心社 32079179

９９  こぶたのけんか(ひよこシリーズ) 　赤坂 三好 童心社 31379280

１００  こぶたのころちゃん(かわいい八つのおはなし) 　内山 安二 教育画劇 31379464

１０１  こぶたのとことこ(童心社のベスト紙芝居) 　鈴木 寿雄 童心社 31431443

１０２  こぶたのまーち(童心社のベスト紙芝居) 　ほりうち せいいち 童心社 31431420

１０３  こらまてこらまて(いちごシリーズ) 　鎌田 暢子 童心社 31379323

１０４  これなあに(こりすシリーズ) 　佐野 洋子 童心社 31379302

１０５  ころころこぐま(かみしばいがはじまるよ) 　安 和子 童心社 31431583

１０６  こんにちはとしょかん(ようこそ図書館へ) 　やべ みつのり 童心社 32032666

１０７  さっさっさっちゃん 　末崎 茂樹 教育画劇 31379379



１０８  さよならさんかくまたきてしかく(かみしばい・子どもといっしょに) 　高橋 清一 童心社 32032683

１０９  ざりがにマッカチン(童心社のベスト紙芝居) 　高橋 透 童心社 31431472

１１０  さんかくふたつ(げんきななかまシリーズ) 　やべ みつのり 童心社 31431556

１１１  三びきのこぐまとケーキ(村山籌子幼年かみしばい) 　村山 知義 童心社 32031355

１１２  三びきのこぐまとひよこ(村山籌子幼年かみしばい) 　村山 知義 童心社 32031356

１１３  じゅもんはとんとんまるまる(にんじゃでござる！) 　浅沼 とおる 教育画劇 32032569

１１４  しりとりするものよっといで(かみしばい・子どもといっしょに) 　にいみ ひでとし 童心社 32032679

１１５  しりとりハイキング(しぜんはともだち) 　椎野 利一 教育画劇 32032538

１１６  すてきなおんがくかい－ホタルのはなし－(ちいさな虫のなかまたち) 　古味 正康 教育画劇 32032533

１１７  すてきなしっぽがほしいなぁ(おはなしみーつけた！) 　尾崎 曜子 教育画劇 31484607

１１８  ぞうさんのすべりだい(かわいい八つのおはなし) 　いもと ようこ 教育画劇 31379463

１１９  ぞうさんのぼうし(げんきななかまシリーズ) 　仲川 道子 童心社 31431551

１２０  そらとびあっちゃん(かみしばい･おもしろ劇場) 　長島 克夫 童心社 31431540

１２１  そらのさんぽ(ポッポシリーズ) 　チト・イトー 教育画劇 31379471

１２２  それゆけパトカー(のりものだいすき) 　椎野 利一 教育画劇 31379479

１２３  だいちゃんのぼうけん(おはなしワクワク) 　山本 省三 教育画劇 31379509

１２４  たいへんなわすれもの 　黒岩 章人 教育画劇 31379374

１２５  タオルがこおってさむいばん(パピｰちゃんシリーズ) 　小谷野 半二 教育画劇 31379397

１２６  タオルちゃん(げんきななかまシリーズ) 　高橋 由為子 童心社 31484983

１２７  たぬきのぽんたげんきでやれよう(しぜんはともだち) 　西村 達馬 教育画劇 32032541

１２８  たまごがひとつ(げんきななかまシリーズ) 　やべ みつのり 童心社 31484995

１２９  たまごはかせともじゃもじゃ(ゆかいなたべもののおはなし) 　長島 克夫 教育画劇 31379514

１３０  だれかにおしえて(かみしばい・子どもといっしょに) 　黒田 かおる 童心社 32032682

１３１  ダンゴムシのともだち（ともだちだいすき） 　得田 之久 童心社 32076029

１３２  ちいさいおしろ(童心社のベスト紙芝居) 　鈴木 寿雄 童心社 31431444

１３３  ちいさなきかんしゃ(童心社のベスト紙芝居第1集) 　津田 光郎 童心社 31431572

１３４  ちいさなちいさなおばけ(おはなしバラエティ) 　中村 景児 教育画劇 31379486



１３５  ちびっこドラキュラ町へいく(世界のおばけ) 　むかい ながまさ 教育画劇 32007380

１３６  ちびっこにんじゃにんまる、じゃんまる(にんじゃでござる！) 　山本 省三 教育画劇 32032566

１３７  ちびっこまじょのパセリちゃん(まじょさんこんにちは！) 　ひらの てつお 教育画劇 31484599

１３８  ちょうちょホテル(げんきななかまシリーズ) 　梅田 俊作 童心社 31431546

１３９  ちょうちょむすびくびむすび(こんにちわ) 　岸田 耕造 教育画劇 31379428

１４０  ちょきちょきばさみ(おはなしバラエティ) 　平井 貴子 教育画劇 31379481

１４１  チョコレートカステラだいじけん(かこさとし紙芝居傑作選) 　北田 卓史 童心社 31379338

１４２  ちんげんさいせんせいのおたんじょうび(にんじゃでござる！) 　中村 陽子 教育画劇 32032568

１４３  つきよのヤマネ（年少向けおひさまこんにちは）   ひろかわさえこ 童心社 32079995

１４４  できたよできたよ(年少版かみしばい･ひまわりシリーズ) 　長島 克夫 童心社 31379274

１４５  てぶくろくん(おはなしワクワク) 　木曽 秀夫 教育画劇 31379511

１４６  でんぐりがえる（年少向けおひさまこんにちは） 　ひろかわ さえこ 童心社 32077355

１４７  とうめい人間になったドロボー(世界のおばけ) 　西村 郁雄 教育画劇 32007377

１４８  とおせんぼだあれ(こぶたシリーズ) 　高井 佐和子 童心社 31379289

１４９  トカゲのチョロリ（ともだちだいすき） 　小林 ひろみ 童心社 32076751

１５０  どかどかじゃんけん大会(かみしばい・子どもといっしょに) 　藤本 ともひこ 童心社 32032681

１５１  どきどきうんどうかい（ともだちだいすき） 　長谷川 知子 童心社 32076162

１５２  トムとジム 　水沢 研 教育画劇 31417727

１５３  どろどろどろんこおばけ(げんきななかまシリーズ) 　仲川 道子 童心社 31484987

１５４  どんぐりころころ(かわいい八つのおはなし) 　ながよし かよ 教育画劇 31476353

１５５  とんとんからりとんからり(沖縄かみしばい劇場) 　仲地 のぶひで 童心社 31379335

１５６  ナナばあさんのまじょスープ 　平井 貴子 教育画劇 31379375

１５７  なにしてるの？(かみしばい・子どもといっしょに) 　なかの ひろたか 童心社 32032677

１５８  なにひっぱってるの(おはなしなーに) 　チト・イトー 教育画劇 31379407

１５９  なのはなばたけのこびとのぼうや(きれいな花いっぱい) 　鈴木 博子 教育画劇 31379433

１６０  なまけもののまじょ(まじょさんこんにちは！) 　島田 コージ 教育画劇 31484595

１６１  なりだしたくろいかがみ(パピｰちゃんシリーズ) 　チト・イトー 教育画劇 31379395



１６２  なんだ・なんだ？(かみしばい・子どもといっしょに) 　古川 タク 童心社 32032678

１６３  なんだろう(かみしばいがはじまるよ) 　やべ みつのり 童心社 31431586

１６４  なんのあなかな(いちごシリーズ) 　わかやま けん 童心社 31379325

１６５  にげたくれよん(こぐまシリーズ) 　田畑 精一 童心社 31379347

１６６  ニャーオン(いちごシリーズ) 　渡辺 享子 童心社 31379324

１６７  にんじゃがやってきた！(にんじゃでござる！) 　山口 みねやす 教育画劇 32032570

１６８  ぬいぐるみになったころちゃん(こぶたシリーズ) 　佐野 洋子 童心社 31379294

１６９  ぬすまれたパンプキンパイ(世界のおばけ) 　田沢 梨枝子 教育画劇 32007381

１７０  ネコのたいそう(げんきななかまシリーズ) 　長野 ヒデ子 童心社 31484988

１７１  ねこのちゃわんで大さわぎ(にんじゃでござる！) 　中沢 正人 教育画劇 32032571

１７２  のんびりハチコがんばる－ミツバチのはなし－(ちいさな虫のなかまたち) 　相沢 るつ子 教育画劇 32032532

１７３  ばけくらべ、うでくらべ(かみしばい・子どもといっしょに) 　木村 研 童心社 32032680

１７４  ばけばけ５(ゆかいなおばけシリーズ) 　前川 かずお 童心社 31379256

１７５  はじめてひこうきにのったよ(のりものだいすき) 　勝又 進 教育画劇 31379476

１７６  バッタくんのかくれんぼ－バッタのはなし－(ちいさな虫のなかまたち) 　仲川 道子 教育画劇 32032534

１７７  バナナのくにのバナナンひめ(くだものだいすき) 　加藤 晃 教育画劇 32032560

１７８  バナナれっしゃ(童心社のベスト紙芝居) 　久保 雅勇 童心社 31431445

１７９  ハムスターのパピーちゃん(パピｰちゃんシリーズ) 　岩本 圭永子 教育画劇 31379398

１８０  はるをよぶハーモニカ(おはなしバラエティ 第2集) 　山本 まつ子 教育画劇 31379451

１８１  パンのおやつ(ゆかいなたべもののおはなし第2集) 　おかざき としお 教育画劇 31379520

１８２  ひつじのしたてやさん 　尾崎 真吾 教育画劇 31379373

１８３  ひまわりおひさますてきだね(きれいな花いっぱい) 　浅沼 とおる 教育画劇 31379438

１８４  ひまわりパンツ（年少向けおひさまこんにちは） 　垂石 真子 童心社 32080316

１８５  ひもかとおもったら・・・(みんなもいっしょにね) 　古川 タク 教育画劇 31379454

１８６  １３０ねんまえのかねのおと(おはなしワクワク) 　多田 ヒロシ 教育画劇 31379508

１８７  ひよこのぴぴい(おはなしなーに) 　黒井 健 教育画劇 31379406

１８８  ぴよぴよたんけんたい（年少向けおひさまこんにちは） 　とよた かずひこ 童心社 32076028



１８９  ふうせんふわふわ(ひよこシリーズ) 　若山 憲 童心社 31379281

１９０  ふうちゃんのそり(紙芝居ベストセレクション第１集) 　梅田 俊作 童心社 31569173

１９１  ぷくぷくいけのちびわにちゃん(年少版かみしばい･ちいさいおともだち) 　仲川 道子 童心社 31431610

１９２  ふくろうの森はほんの森(ようこそ図書館へ) 　夏目 尚吾 童心社 32032665

１９３  ふしぎなくるま(おはなしみーつけた！) 　古川 タク 教育画劇 31484611

１９４  ふしぎなげた(おはなしバラエティ) 　松本 恭子 教育画劇 31379485

１９５  ふたごのまじょチュラとミュラ(まじょさんこんにちは！) 　毛利 将範 教育画劇 31484600

１９６  ぶどうだいすきぱくんちゅるん(くだものだいすき) 　鈴木 幸枝 教育画劇 32032561

１９７  ふとんやまトンネル 　長野 ヒデ子 教育画劇 31379369

１９８  ふみちゃんだいしっぱい(わらいとユーモア大行進) 　今村 洋子 童心社 31431479

１９９  ぷんぷんダンプとぴかぴかショベル(のりものだいすき) 　山本 省三 教育画劇 31379480

２００  ぶんぶんぼちゃーん(こりすシリーズ) 　多田 ヒロシ 童心社 31379298

２０１  へんてこおじさん(わらいとユーモア大行進) 　前川 かずお 童心社 31431477

２０２  ぼくのへんてこロボット 　上野 紀子 教育画劇 31379377

２０３  ポタモガーレのおひっこし(しぜんはともだち) 　津田 光郎 教育画劇 32032539

２０４  ボタンちゃん(年少版かみしばい･ひまわりシリーズ) 　仲川 道子 童心社 31379275

２０５  ポッチィはくいしんぼう(みんなといっしょにね) 　木村 裕一 教育画劇 31379457

２０６  ポテトサラダのすきな王さま(ゆかいなたべもののおはなし) 　エム・ナマエ 教育画劇 31379515

２０７  ほねほねマンのさかなつり（年少向けおひさまこんにちは） 　やべ みつのり 童心社 32110874

２０８  まあるいまあるい(いちごシリーズ) 　やべ みつのり 童心社 31379327

２０９  まいごのねこはどこだワン？(おはなしドキドキ) 　末崎 茂樹 教育画劇 31379350

２１０  まこちゃんごはんですよ(ひよこシリーズ) 　久保 雅勇 童心社 31379284

２１１  まじょさんまたあした(世界のおばけ) 　山口 みねやす 教育画劇 32007378

２１２  まじょの、まぁ！！じょうず(まじょさんこんにちは！) 　木曽 秀夫 教育画劇 31484598

２１３  まねっここざる(ポッポシリーズ) 　富永 秀夫 教育画劇 31379473

２１４  まりのまりちゃん(こりすシリーズ) 　笠原 八重子 童心社 31379299

２１５  まるいものな～んだ（年少向けおひさまこんにちは）  とよたかずひこ 童心社 32079867



２１６  ミイラをみつけたおひめさま(世界のおばけ) 　きよしげ のぶゆき 教育画劇 32007382

２１７  みつけたはる(げんいななかまシリーズ) 　長野 ヒデ子 童心社 31431557

２１８  みつごのおばけパピ・プペ・ポー (くだものだいすき) 　宮西 達也 教育画劇 32032565

２１９  みなみのしまのアイスクリーム(ゆかいなたべもののおはなし第2集) 　尾崎 真吾 教育画劇 31379521

２２０  みればみるほどへんなトントン!(おはなしバラエティ 第2集) 　井上 あきむ 教育画劇 31379449

２２１  みんなおそろい(こぐまシリーズ) 　多田 ヒロシ 童心社 31379344

２２２  みんなでかくれんぼ(おはなしバラエティ) 　塩田 守男 教育画劇 31379482

２２３  みんなでとりかえっこ(おはなしドキドキ) 　宮前 保彦 教育画劇 31379355

２２４  みんななかよくエビフライ(ゆかいなたべもののおはなし第2集) 　木村 研 教育画劇 31379522

２２５  めいたんてい こんぴゅうたろう1 きえたたまごのまき(わらいとユーモア大行進) 　多田 ヒロシ 童心社 31431480

２２６  めいたんてい こんぴゅうたろう2 なくなったおさいせんのまき(わらいとユーモア大行進) 　多田 ヒロシ 童心社 31431481

２２７  めだかがちきゅうをひとまわり(いちごシリーズ) 　長島 克夫 童心社 31379326

２２８  もういいかい(うさちゃんシリーズ) 　遠竹 弘幸 童心社 31379328

２２９  モーリーさんのおおきなテーブル(しぜんはともだち) 　ふりや かよこ 教育画劇 32032540

２３０  ものまねじいさん(ユーモアひろば) 　仲倉 眉子 教育画劇 31379370

２３１  やきいもやさん（年少向けおひさまこんにちは）   つちだ　よしはる 童心社 31631477

２３２  ゆうじとありじ(おはなしワクワク) 　なかの ひろたか 教育画劇 31379507

２３３  ゆうらんせんしまへいく(のりものだいすき) 　中村 景児 教育画劇 31379475

２３４  ゆかいなくらげくんＳＯＳ！(くらげくんシリーズ) 　塩田 守男 教育画劇 31379364

２３５  ゆかいなくらげくんとコンペイトウ(くらげくんシリーズ) 　塩田 守男 教育画劇 31379362

２３６  ゆかいなくらげくんへんしん！(くらげくんシリーズ) 　塩田 守男 教育画劇 31379363

２３７  ゆきってなーに(おはなしドキドキ) 　塩田 守男 教育画劇 31379352

２３８  よる、ぼくのへやで(ゆたかなこころシリーズ) 　藤田 勝治 童心社 31431561

２３９  よわむしおばけ 　仲倉 眉子 教育画劇 31379376

２４０  ラビちゃんのおたんじょうび(くだものだいすき) 　ふりや かよこ 教育画劇 32032564

２４１  りんごのおいしいわけかた 　木村 裕一 教育画劇 31379378

２４２  ルイ・すばらしいいぬ(かみしばい･おもしろ劇場) 　箕田 源二郎 童心社 31431545



２４３  ワウケワとわし(おはなしバラエティ 第2集) 　勝又 進 教育画劇 31379447

２４４  わくわくどきどきしんかんせん(のりものだいすき) 　津田 光郎 教育画劇 31379477

２４５  わたしのくまちゃん(うさちゃんシリーズ) 　山本 まつ子 童心社 31379331

２４６  わっしょいわっしょいぶんぶんぶん(かこさとし紙芝居傑作) 　宮下 森 童心社 31379340

２４７  わらってるないてる(年少版かみしばい･ひまわりシリーズ) 　多田 ヒロシ 童心社 31379278

２４８  わんわんちゃん(こぐまシリーズ) 　久保 雅勇 童心社 31379348

２４９ カエルのおまつり 　渡辺　享子 童心社 322069287

２５０ ばけこちゃんのかさ 　中谷　晴彦 童心社 322076571

２５１ コスモスあげる 　梅田　俊作 童心社 322083718

２５２ みつけたみつけたあめのおと 　はせがわ　さとみ 童心社 322085739

２５３ あなのはなし 　中野　真典 童心社 322090952

２５４ ねんねんこねこ 　長野　ヒデ子 童心社 322090945

２５５ とむくんのたいこ 　吉岡　さやか 童心社 322094533

２５６ ぽぽんたのたんぽぽ 　剣持　晶子 童心社 322099300

２５７ くもにのったポグちゃん 　いしい　つとむ 童心社 322099292

２５８ はじめまして 　村上　康成 童心社 322101940

２５９ おはようあそび 　ひろかわ さえこ　 童心社 322101932

２６０ こねこちゃん 　安泰 童心社 322106709

２６１ どんぐりぽとん 　こばやし　えりこ 童心社 322115965

２６２ げんきなかぼちゃ 　長谷川　知子 童心社 322115973

２６３ まいごになったソック 　松成　真理子 童心社 322120908

２６４ へっちゃらかあさん 　岡井　美穂 童心社 322125360

２６５ いいものなんだ？ 　相野谷　由紀 童心社 322135278

２６６ ゆたんぽくん 　山本　祐司 童心社 322135260

２６７ おたんじょうびおめでとう 　いしい　つとむ 童心社 322137274

２６８ うどんくんとおそばちゃん 　とよた　かずひこ 童心社 322139973

２６９ えっちゃんせんせい 　松成　真理子 童心社 322139981



２７０ ばけこちゃんとうみ 　中谷　靖彦 童心社 322148651

２７１ にゅうどうぼぼーん 　伊藤　秀男 童心社 322149006

２７２ ひっぱりぬまのかっぱ 　松成　真理子 童心社 322149014

２７３ ろくろくびのおかあさん 　中谷　靖彦 童心社 322149022

２７４ おばけのゆきがっせん 　ひろかわ　さえこ 童心社 322149071

２７５ ちょうちんおばけ 　市居　みか 童心社 322149089

２７６ きつねのまくら 　やすい　すえこ 童心社 322149949

２７７ モグラのかあさん 　ひだの　かな代 童心社 322149931

２７８ よくばりなっちゃんのいもほりえんそく 　篠崎　三朗 童心社 322150988

２７９ あめがあがったよ 　よこみち　けいこ 童心社 322150970

２８０ たこちゃんたこちゃん 　長野　ヒデ子 童心社 322153842

２８１ しりとりパーティー 　イ・スジン 童心社 322156324

２８２ やせいぬニードル 　西村　敏雄 童心社 322156332

２８３ おにぎりなっぱ 　野村　たかあき 童心社 322158494

２８４ くつはいた？ 　吉岡　さやか 童心社 322158486

２８５ ずっといっしょだよ 　鈴木　幸枝 童心社 322159500

２８６ けんかのあとのごめんなさい 　土田 義晴 童心社 322159518

２８７ ネコのおりょうり 　長野　ヒデ子 童心社 322160151

２８８ きりんちゃんのさんぽ 　さとう　あや 童心社 322163825

２８９ ぼくくもくもをひろったよ 　いしい　つとむ 童心社 322163833

２９０ かぜのこえんのはじまり 　垂石　眞子 童心社 322170317

２９１ かたつむりさんのおはなみ 　長野　ヒデ子 童心社 322171323

２９２ くもくももくもく 　堀川　真 童心社 322171331

２９３ クモヨおばあさんのすばらしいす 　市川　みか 童心社 322179144

２９４ さといもゆさゆさ 　土田　義晴 童心社 322182098

２９５ なきむしあんちゃ 　伊藤　秀男 童心社 322182106

２９６ ことりちゃん 　イ・スジン 童心社 322184466



２９７ とりかえっこ 　吉岡　さやか 童心社 322184474

２９８ ててて 　片山　健 童心社 323094649

２９９ かいじゅうトドラ・トットコ 　仲川　道子 童心社 323094656

３００ コチョウガイ 　松成　真理子 童心社 323094680

３０１ はるのかぜ（おひさまこんにちは年少向） 　梅田　俊作 童心社 323097345

３０２ ゆうくんだいすき（ともだちだいすき） 　長谷川　義史 童心社 323097352


