
書　　　　　　名 著　者　名（絵） 出版社 資料番号

１  あさなのにまっくら(あたらしい行事紙芝居第3集) 　ながよし かよ 教育画劇 31379390

２  天の川にかかるはし－七夕－(行事の由来かみしばい) 　狩野 富貴子 教育画劇 31486979

３  ありのえんそく(たのしいえんそくシリーズ) 　西村 繁男 童心社 31379245

４  一ねんに一どは 　奥田 怜子 教育画劇 31417730

５  いちばんはじめのクリスマスケーキ－クリスマス－(たべものの由来紙芝居) 　秋里 信子 教育画劇 32032509

６  いちばんはじめのサンタクロ－ス(あたらしい行事紙芝居第2集) 　岸田 耕造 教育画劇 31379502

７  いっちゃんのクリスマス(パピーちゃんシリーズ) 　野々口 重 教育画劇 31379394

８  いつもパクパクこぶたのポー(四季の行事シリーズ) 　宮西 達也 教育画劇 32032523

９  いのししのすもう－月見－(行事むかしばなし) 　篠崎 三朗 教育画劇 32032510

１０  いもほりえんそく(たのしいえんそくシリーズ) 　岡野 和 童心社 31379247

１１  うさぎサンタさんのプレゼント(きれいな花いっぱい) 　田頭 よしたか 教育画劇 31379437

１２  うさぎとかめ－運動会－(行事むかしばなし) 　秋里 信子 教育画劇 32032511

１３  うんどうかいってたのしいな(あたらしい行事紙芝居第2集) 　石橋 三宣 教育画劇 31379505

１４  おおみそかのおきゃくさま－おおみそか～正月－(行事むかしばなし) 　藤本 四郎 教育画劇 32032513

１５  おじいちゃんとぼんおどり(げんきななかまシリーズ) 　久保 雅勇 童心社 31431550

１６  おたんじょうびはクリスマス－クリスマス－(四季の行事シリーズ) 　きよしげ のぶゆき 教育画劇 32031868

１７  おたんじょうびはクリスマス－クリスマス－(行事むかしばなし) 　きよしげ のぶゆき 教育画劇 32032517

１８  おつきさまとうさぎ(あたらしい行事紙芝居第1集) 　いもと ようこ 教育画劇 31379529

１９  おつきみのはら（年少向けおひさまこんにちは） 　土田 義晴 童心社 32077012

２０  おともだちいっぱい(あたらしい行事紙芝居第1集) 　石橋 三宣 教育画劇 31379524

２１  おどれおどれドドンガドン(たのしい季節の行事) 　長島 克夫 童心社 31431497

２２  おにとおひゃくしょうさん－せつぶん－(行事の由来かみしばい) 　倉橋 達治 教育画劇 31486983

２３  おばあちゃんありがとう(あたらしい行事紙芝居第3集) 　柿本 幸造 教育画劇 31379391

２４  おばけなんかこわくない(たのしい季節の行事) 　長野 ヒデ子 童心社 31431498

２５  おばけになったサンタクロース 　相沢 るつ子 教育画劇 32031865

２６  おひなさまになったにんぎょう－ひなまつり－(行事の由来かみしばい) 　きよしげ のぶゆき 教育画劇 31486982



２７  おひなさまのないしょばなし－ひなまつり－(行事むかしばなし) 　鈴木 幸枝 教育画劇 32032515

２８  おべんとうのえんそく(ゆかいなたべもののおはなし) 　矢玉 四郎 教育画劇 31379517

２９  おめでとうドンちゃん(たのしいお正月シリーズ) 　前川 かずお 童心社 31379250

３０  かずことのぼるのひなまつり(ひなまつりシリーズ) 　駒井 啓子 童心社 31379251

３１  からすのはいたつやさん(あたらしい行事紙芝居第3集) 　富永 秀夫 教育画劇 31379392

３２  きつねといっしょにひなまつり(四季の行事シリーズ) 　相沢 るつ子 教育画劇 31510074

３３  木のおばけザワザワ(たのしい季節の行事) 　鈴木 博子 童心社 31431514

３４  くつしたのなかのプレゼント－クリスマス－(行事の由来かみしばい) 　ふりや かよこ 教育画劇 31486981

３５  クリスマスなんかだいっきらい！－クリスマス－(四季の行事シリーズ) 　大和田 美鈴 教育画劇 32031871

３６  クリスマスなんかだいっきらい！－クリスマス－(行事むかしばなし) 　大和田 美鈴 教育画劇 32032520

３７  クリスマスのかねのおと－クリスマス－(四季の行事シリーズ) 　藤田 ひおこ 教育画劇 32031870

３８  クリスマスのかねのおと－クリスマス－(行事むかしばなし) 　藤田 ひおこ 教育画劇 32032519

３９  クリスマスのこいぬ(クリスマスものがたり) 　鈴木 琢磨 童心社 31379236

４０  クリスマスのてがみ(クリスマスものがたり) 　高橋 透 童心社 31379237

４１  クリスマスのプレゼント(ゆたかなこころシリーズ) 　安 和子 童心社 31431566

４２  げんきがでるよかしわもち－こどもの日－(たべものの由来紙芝居) 　山本 省三 教育画劇 32032507

４３  こいのぼりさんありがとう－こどもの日－(行事の由来かみしばい) 　多田 ヒロシ 教育画劇 31486984

４４  こぎつねたっくんのたなばたさま(四季の行事シリーズ) 　津田 直美 教育画劇 31510080

４５  こぐまのクリスマス(サンタクロース・シリーズ) 　久保 雅勇 童心社 31379240

４６  コロちゃんのえんそく大さわぎ(あたらしい行事紙芝居第2集) 　田沢 梨枝子 教育画劇 31379500

４７  ごんちゃんのえんそく(たのしいえんそくシリーズ) 　西村 達馬 童心社 31379246

４８  さっちゃんのカ－ネ－ション(あたらしい行事紙芝居第1集) 　高瀬 のぶえ 教育画劇 31379526

４９  さむがりやのゆきだるま(たのしい季節の行事) 　やべ みつのり 童心社 31431525

５０  サンタクマーズがこないわけ－クリスマス－(四季の行事シリーズ) 　塩田 守男 教育画劇 32031867

５１  サンタクマーズがこないわけ－クリスマス－(行事むかしばなし) 　塩田 守男 教育画劇 32032516

５２  サンタクロースのおくりもの－クリスマス－(行事むかしばなし) 　鈴木 博子 教育画劇 32032512

５３  サンタさんはおおいそがし(サンタクロース・シリーズ) 　富永 秀夫 童心社 31379239



５４  サンタのすず(クリスマスシリーズ) 　鈴木 琢磨 童心社 31379287

５５  七五三おめでとう(あたらしい行事紙芝居第2集) 　ﾁﾄ･ｲﾄ- 教育画劇 31379501

５６  十五夜さま(たのしい季節の行事) 　藤田 勝治 童心社 31431518

５７  そつえんしきのプレゼント(たのしい季節の行事) 　夏目 尚吾 童心社 31431513

５８  だいすきうんどうかい(たのしい季節の行事) 　水谷 基子 童心社 31431521

５９  たなばたのおはなし(あたらしい行事紙芝居第1集) 　工藤 市郎 教育画劇 31379528

６０  たなばたものがたり(たなばたシリーズ) 　三谷 靱彦 童心社 31379243

６１  たのしいえんそく(かみしばい･おもしろ劇場) 　久保 雅勇 童心社 31431542

６２  たのしいおしょうがつ(あたらしい行事紙芝居第3集) 　勝又 進 教育画劇 31379388

６３  たんざくにおねがいかいて(四季の行事シリーズ) 　岡村 好文 教育画劇 31510079

６４  つきみだんごとまほうのぼうし－お月見－(たべものの由来紙芝居) 　菊地 清美 教育画劇 32032508

６５  つのがきえたあかおに－節分－(行事むかしばなし) 　倉石 琢也 教育画劇 32032514

６６  つるのねんがじょう(たのしいお正月シリーズ) 　久保 雅勇 童心社 31379248

６７  てんからおだんご(童心社のベスト紙芝居) 　金沢 佑光 童心社 31431419

６８  どうしてこいのぼりあげるの(あたらしい行事紙芝居第1集) 　高見 八重子 教育画劇 31379525

６９  とうちゃんありがとう(たのしい季節の行事) 　藤本 四郎 童心社 31431494

７０  どうぶつ山のクリスマス(クリスマスシリーズ) 　久保 雅勇 童心社 31379286

７１  としがみさまとおしょうがつ－お正月－(行事の由来かみしばい) 　鈴木 博子 教育画劇 31486980

７２  としがみさまとおもち－お正月－(たべものの由来紙芝居) 　西村 達馬 教育画劇 32032504

７３  としがみさまとおもち－お正月－(たべものの由来紙芝居) 　西村 達馬 教育画劇 32032045

７４  トナカイからのプレゼント 　奈良坂 智子 教育画劇 32031866

７５  トボンとプクンのクリスマス(クリスマスシリーズ) 　金沢 佑光 童心社 31379288

７６  なぜ、お月さまにおそなえをするの？(なぜ？どうして？たのしい行事　お月見) 　渡辺 享子 童心社 32032663

７７  なぜ、おひなさまをかざるの？(なぜ？どうして？たのしい行事　ひなまつり) 　川上 尚子 童心社 32032660

７８  なぜ、おふろにしょうぶをいれるの？(なぜ？どうして？たのしい行事　こどもの日) 　伊藤 秀男 童心社 32032661

７９  なぜ、かがみもちをかざるの？(なぜ？どうして？たのしい行事　お正月) 　鈴木 びんこ 童心社 32032658

８０  なぜ、かがみもちをかざるの？(なぜ？どうして？たのしい行事　お正月) 　鈴木 びんこ 童心社 32032137



８１  なぜ、クリスマスツリーをかざるの？(なぜ？どうして？たのしい行事　クリスマス) 　アリマ ジュンコ 童心社 32032664

８２  なぜ、クリスマスツリーをかざるの？(なぜ？どうして？たのしい行事　クリスマス) 　アリマ ジュンコ 童心社 32031818

８３  なぜ、せつぶんに豆をまくの？(なぜ？どうして？たのしい行事　せつぶん) 　藤田 勝治 童心社 32032659

８４  なぜ、七夕にささかざりをするの？(なぜ？どうして？たのしい行事　たなばた) 　藤田 ひおこ 童心社 32032662

８５  ななじゅうまるのおひなさま(ひなまつりシリーズ) 　福田 岩緒 童心社 31379253

８６  なにがあるの？（ともだちだいすき） 　福田 岩緒 童心社 32110873

８７  ねがいごとはないしょのひみつ(四季の行事シリーズ) 　尾崎 曜子 教育画劇 31510082

８８  ねずみのおもちつき 　西村 達馬 教育画劇 32032046

８９  のねずみチッポのクリスマス－クリスマス－(四季の行事シリーズ) 　沢田 あきこ 教育画劇 32031869

９０  のねずみチッポのクリスマス－クリスマス－(行事むかしばなし) 　沢田 あきこ 教育画劇 32032518

９１  は、にげちゃった(四季の行事シリーズ) 　山本 省三 教育画劇 32032525

９２  はいしゃさんなんか、へっちゃらだい(四季の行事シリーズ) 　中沢 正人 教育画劇 32032522

９３  はたおりぼしとひこぼし(たのしい季節の行事) 　金沢 佑光 童心社 31431496

９４  はたらきもののいたちどん(たのしい季節の行事) 　宮下 森 童心社 31431519

９５  花かごわっしょい（ともだちだいすき） 　鈴木幸枝 童心社 32110506

９６  はぶらしシュシュシュッ(あたらしい行事紙芝居第1集) 　力 夕倫 教育画劇 31379527

９７  ひなにんぎょうのむかし(四季の行事シリーズ) 　池田 げんえい 教育画劇 31510073

９８  ひなのやまかご(ひなまつりシリーズ) 　牧村 慶子 童心社 31379252

９９  ひみつのたんざく(たなばたシリーズ) 　金沢 佑光 童心社 31379242

１００  ひるとよるがはんぶんずつの日(あたらしい行事紙芝居第3集) 　長島 克夫 教育画劇 31379389

１０１  ふくちゃんはおうち(たのしい季節の行事) 　まえだ けん 童心社 31431526

１０２  ふくはうちおにもうち(紙芝居ベストセレクション第1集) 　藤田 勝治 童心社 31569174

１０３  ブ－くんのおひなさま(おはなしワクワク) 　加藤 晃 教育画劇 31379510

１０４  ふしぎなおきゃくさま(たのしい季節の行事) 　藤本 四郎 童心社 31431524

１０５  ふたりのおばあさんのプレゼント(げんきななかまシリーズ) 　篠崎 三朗 童心社 31484978

１０６  ふたりのサンタ(たのしい季節の行事) 　むかい ながまさ 童心社 31431522

１０７  ぼくのひなまつり(四季の行事シリーズ) 　鈴木 幸枝 教育画劇 31510076



１０８  ポンタとコスモスのうんどうかい(きれいな花いっぱい) 　加藤 晃 教育画劇 31379434

１０９  まあおばあさんありがとう(たのしい季節の行事) 　長野 ヒデ子 童心社 31431517

１１０  マコがおちたほらあな(たのしい季節の行事) 　仲川 道子 童心社 31431495

１１１  まめっこぽりぽりおにはそと！－節分－(たべものの由来紙芝居) 　間瀬 なおかた 教育画劇 32032505

１１２  みてみてぼくのは(四季の行事シリーズ) 　しばはら ち 教育画劇 32032521

１１３  みんなでたなばた(たなばたシリーズ) 　山本 まつ子 童心社 31379244

１１４  みんなでつくったおひなさま(あたらしい行事紙芝居第2集) 　高瀬 のぶえ 教育画劇 31379504

１１５  みんなでひなまつり(たのしい季節の行事) 　田沢 梨枝子 童心社 31431512

１１６  むかーしむかしのひなあられ－ひなまつり－(たべものの由来紙芝居) 　毛利 将範 教育画劇 32032506

１１７  むかしむかしおにがきた(あたらしい行事紙芝居第2集) 　安井 康二 教育画劇 31379503

１１８  むしばきんがねらってる(四季の行事シリーズ) 　西村 郁雄 教育画劇 32032524

１１９  むほっほはかせのだいはつめい(たのしい季節の行事) 　多田 ヒロシ 童心社 31431520

１２０  メリークリスマスってなんのこと(クリスマスものがたり) 　若山 憲 童心社 31379235

１２１  もっともっとよかったな(四季の行事シリーズ) 　岡本 美子 教育画劇 31510081

１２２  もものせっくのおきゃくさま(四季の行事シリーズ) 　田沢 春美 教育画劇 31510075

１２３  ももの木のしたのおひなさま(きれいな花いっぱい) 　岡本 美子 教育画劇 31379436

１２４  やっぱりだいすき！おかあさん(たのしい季節の行事) 　わかやま けん 童心社 31431516

１２５  山のみんなのおもちつき(たのしい季節の行事) 　渡辺 有一 童心社 31431523

１２６  よあけのこいのぼり(たのしい季節の行事) 　遠山 繁年 童心社 31431515

１２７  ４まいのきっぷ(げんきななかまシリーズ) 　鈴木 幸枝 童心社 31431547

１２８  らいねんはなにどし？(たのしいお正月シリーズ) 　金沢 佑光 童心社 31379249

１２９  りゅうになったおむこさん－滋賀県の民話より－(四季の行事シリーズ) 　西村 達馬 教育画劇 31510078

１３０  るることおひなさま(四季の行事シリーズ) 　鈴木 博子 教育画劇 31510077

１３１  わすれんぼうのサンタさん(サンタクロース・シリーズ) 　徳田 徳志芸 童心社 31379238

１３２  ワンタくんのしょうぼうし(あたらしい行事紙芝居第3集) 　水野 二郎 教育画劇 31379393

１３３ たなばたのこねこ（ともだちだいすき） 　長谷川　知子 童心社 32113225

１３４ せつぶんってなあに？（ともだちだいすき） 　しらかた　みお 童心社 32114834



１３５ たなばたのおはなし（ともだちだいすき） 　降矢　洋子 童心社 32115939

１３６ もりのうんどうかい（ともだちだいすき） 　夏目　尚吾 童心社 322037391

１３７ ばしゃばしゃプール（年少向けおひさまこんにちは） 　しらかた　みお 童心社 322040619

１３８ かけっこどん！（おひさまこんにちは）　※運動会 　ひろかわ　さえこ 童心社 322085721

１３９ おにはそとふくはうち 　はせがわ　わかこ 教育画劇 322088790

１４０ ひなまつりのおともだち 　かとう　ようこ 教育画劇 322088808

１４１ こどものひはおおさわぎ！ 　鈴木　アツコ 教育画劇 322088816

１４２ どうぶつむらのたなばたまつり 　一條　めぐみ 教育画劇 322088824

１４３ ブーくんのおいもほり 　たなか　しんすけ 教育画劇 322088832

１４４ ドロロンクリスマス 　いとう　かな 教育画劇 322088840

１４５ クックとおねえちゃんのおつかい 　 童心社 325998110

１４６ おひさまあけましておめでとう！ 　中谷　靖彦 童心社 322179052

１４７ てるてるてるこさん 　山本　祐司 童心社 322179136

１４８ ななちゃんのたなばた 　うすい　あきこ 童心社 322179060

１４９ ポンコちゃんのおひなさま 　ひろかわ　さえこ 童心社 322179078

１５０ まいごのこいのぼり 　石井　聖岳 童心社 322179086

１５１ まめまきまかせて！ 　くすはら　順子 童心社 322179096

１５２ みつごのこぶたのクリスマス 　いちかわ　なつこ 童心社 322179102

１５３ もりのおつきみ 　さとう　あや 童心社 322179110

１５４ ばけねこちゃんのおしょうがつ 　中谷　靖彦 童心社 323092056


