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なぜ、お月さまにおそなえをするの? お月見 かみしばいなぜ?どうし
て?たのしい行事

渡辺享子∥脚本・絵 童心社 2001.9 P/ﾅ 110376100

なぜ、おひなさまをかざるの? ひなまつり かみしばいなぜ?どうし
て?たのしい行事

三谷亮子∥脚本 川上尚子
∥絵

童心社 2001.9 P/ﾅ 110376209

なぜ、おふろにしょうぶをいれるの? こどもの
日

かみしばいなぜ?どうし
て?たのしい行事

常光徹∥脚本 伊藤秀男∥
絵

童心社 2001.9 Pﾅ 110376225

なぜ、かがみもちをかざるの? お正月 かみしばいなぜ?どうし
て?たのしい行事

千世まゆ子∥脚本 鈴木び
んこ∥絵

童心社 2001.9 Pﾅ 110376134

なぜ、せつぶんに豆をまくの? せつぶん かみしばいなぜ?どうし
て?たのしい行事

国松俊英∥脚本 藤田勝治
∥絵

童心社 2001.9 Pﾅ 110375037

なぜ、七夕にささかざりをするの? たなばた かみしばいなぜ?どうし
て?たのしい行事

若山甲介∥脚本 藤田ひお
こ∥絵

童心社 2001.9 Pﾅ 110376928

なぜ、クリスマスツリーをかざるの? クリスマ
ス

かみしばいなぜ?どうし
て?たのしい行事

岩倉千春∥脚本 アリマ
ジュンコ∥絵

童心社 2001.9 P/ﾅ 110376670

こぎつねたっくんのたなばたさま ファンタ
ジー

かみしばい四季の行事
シリーズ たなばた

茂市久美子∥作 津田直美
∥画

教育画劇 1993.5 Pｺ 110377140

たんざくにおねがいかいて 創作民話 かみしばい四季の行事
シリーズ たなばた

木暮正夫∥作 岡村好文∥
画

教育画劇 1993.5 Pﾀ 110377066

ねがいごとはないしょのひみつ ユーモア かみしばい四季の行事
シリーズ たなばた

山本和子∥作 尾崎曜子∥
画

教育画劇 1993.5 Pﾈ 110377116

もっともっとよかったな ほのぼの かみしばい四季の行事
シリーズ たなばた

矢崎節夫∥作 岡本美子∥
画

教育画劇 1993.5 Pﾓ 110377165

りゅうになったおむこさん 由来話 かみしばい四季の行事
シリーズ たなばた

今関信子∥脚色 西村達馬
∥画

教育画劇 1993.5 Pﾘ 110377157

きつねといっしょにひなまつり かみしばい四季の行事
シリーズ ひなまつり

こわせたまみ∥作 相沢る
つ子∥画

教育画劇 1993.1 Pｶ 111456117

ひなにんぎょうのむかし かみしばい四季の行事
シリーズ ひなまつり

小野和子∥作 池田げんえ
い∥画

教育画劇 1993.1 Pｶ 111449997

ぼくのひなまつり かみしばい四季の行事
シリーズ ひなまつり

やすいすえこ∥作 鈴木幸
枝∥画

教育画劇 1993.1 Pｶ 111456141

もものせっくのおきゃくさま かみしばい四季の行事
シリーズ ひなまつり

堀内純子∥作 田沢春美∥
画

教育画劇 1993.1 Pｶ 111456133

るることおひなさま かみしばい四季の行事
シリーズ ひなまつり

林原玉枝∥作 鈴木博子∥
画

教育画劇 1993.1 P/ｶ 111456125

二度と 平和かみしばい 松井エイコ∥脚本・絵 童心社 2005.6 Pﾆ 111227047

のばら 平和かみしばい 小川未明∥原作 堀尾青史
∥脚本 桜井誠∥絵

童心社 2005.6 Pﾉ 111227054

クリスマスのかねのおと 四季の行事シリーズ ク
リスマス

R.M.オールデン∥作 宗方
あゆむ∥脚色 藤田ひおこ
∥画

教育画劇 1992.11 P/ｸ 110376951

のねずみチッポのクリスマス 四季の行事シリーズ ク
リスマス

宮西いづみ∥作 沢田あき
こ∥画

教育画劇 1992.11 P/ﾉ 110376977

おたんじょうびはクリスマス 四季の行事シリーズ ク
リスマス

立原えりか∥作 きよしげ
のぶゆき∥画

教育画劇 1992.11 P/ｵ 110376746

クリスマスなんかだいっきらい! 四季の行事シリーズ ク
リスマス

山崎陽子∥作 大和田美鈴
∥画

教育画劇 1992.11 P/ｸ 110376837

サンタクマーズがこないわけ 四季の行事シリーズ ク
リスマス

塩田守男∥作/画 教育画劇 1992.11 P/ｻ 110376779

こんどはぼくがおにいさん 卒園・進級かみしばい
みんなおめでとう

宮崎二美枝∥脚本 夏目尚
吾∥絵

童心社 2012.12 P/ｺ 111641692

さよならおめでとう 卒園・進級かみしばい
みんなおめでとう

千世繭子∥脚本 山本祐司
∥絵

童心社 2012.12 P/ｻ 111641700

りょうまのもくば 卒園・進級かみしばい
みんなおめでとう

新沢としひこ∥脚本 長野
ヒデ子∥絵

童心社 2012.12 P/ﾘ 111641684

あしたのじゅんびできるかな 入学準備かみしばい学
校ってたのしいな

山本祐司∥脚本・絵 童心社 2009.12 Pｱ 111345336

ひとりでできるよ 入学準備かみしばい学
校ってたのしいな

宮崎二美枝∥脚本 夏目尚
吾∥絵

童心社 2009.12 Pﾋ 111345344

みんな1ねんせい 入学準備かみしばい学
校ってたのしいな

いちかわけいこ∥脚本 中
谷靖彦∥絵

童心社 2009.12 Pﾐ 111345351

二度と 平和かみしばい 松井エイコ∥脚本・絵 童心社 2005.6 Pﾆ 111227047

のばら 平和かみしばい 小川未明∥原作 堀尾青史
∥脚本 桜井誠∥絵

童心社 2005.6 Pﾉ 111227054

平和のちかい 「原爆の子」より 平和かみしばい 稲庭桂子∥脚本 佐藤忠良
∥絵

童心社 2005.6 Pﾍ 111227062

天の川にかかるはし 七夕 教育画劇のかみしばい 小野和子∥文 狩野富貴子
∥画

教育画劇 1995.11 Pｱ 110376936
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いちばんはじめのクリスマスケーキ クリスマ
ス

教育画劇のかみしばい 矢部美智代∥作 秋里信子
∥画

教育画劇 2000.9 P/ｲ 110376092

うさぎとかめ 運動会 教育画劇のかみしばい やすいすえこ∥文 秋里信
子∥画

教育画劇 1998.8 Pｳ 111384483

うさぎのみみちゃんおにはそとー! 節分 教育画劇のかみしばい 間所ひさこ∥作 新野めぐ
み∥画

教育画劇 2003.1 Pｳ 111386348

うさぎのみみちゃんたなばたまつり 七夕 教育画劇のかみしばい 間所ひさこ∥作 新野めぐ
み∥画

教育画劇 2003.1 Pｳ 111386389

おおみそかのおきゃくさま 大みそか～正月 教育画劇のかみしばい 矢崎節夫∥文 藤本四郎∥
画

教育画劇 1998.8 Pｵ 111384509

おにとおひゃくしょうさん せつぶん 教育画劇のかみしばい 瀬尾七重∥作 倉橋達治∥
画

教育画劇 1995.11 Pｵ 110376738

おにはそとふくはうち 教育画劇のかみしばい わしおとしこ∥作 はせが
わかこ∥絵

教育画劇 2010.9 Pｵ 111406898

おひなさまがうまれたよ! ひなまつり 教育画劇のかみしばい 冬野いちこ∥作/画 教育画劇 2003.1 Pｵ 111386355

おひなさまになったにんぎょう ひなまつり 教育画劇のかみしばい 東川洋子∥作 きよしげの
ぶゆき∥画

教育画劇 1995.11 P/ｵ 110376969

おひなさまのないしょばなし ひなまつり 教育画劇のかみしばい ゆうきえみ∥文 鈴木幸枝
∥画

教育画劇 1998.8 P/ｵ 111384525

くつしたのなかのプレゼント クリスマス 教育画劇のかみしばい 間所ひさこ∥作 ふりやか
よこ∥画

教育画劇 1995.11 P/ｸ 110376753

くろわんしろわんよーいどん 運動会 教育画劇のかみしばい 伊東美貴∥作/画 教育画劇 2003.1 Pｸ 111386405

けいろうのひ 教育画劇のかみしばい いとうみき∥作/絵 教育画劇 2007.9 Pｹ 111128849

げんきがでるよかしわもち こどもの日 教育画劇のかみしばい 山本省三∥作・画 教育画劇 2000.9 Pｹﾞ 110376308

こいのぼりさんありがとう こどもの日 教育画劇のかみしばい 桜井信夫∥作 多田ヒロシ
∥画

教育画劇 1995.11 Pｺ 110375441

こどものひはおおさわぎ! 教育画劇のかみしばい 鈴木アツコ∥作・絵 教育画劇 2010.9 Pｺ 111406914

たいいくのひだいすき! 教育画劇のかみしばい 宮本えつよし∥作/絵 教育画劇 2007.9 Pﾀ 111128864

ちんげんさいせんせいのおたんじょうび 教育画劇のかみしばい なかむらとおる∥作 中村
陽子∥画

教育画劇 1997.11 Pﾆ 111174223

つきみだんごとまほうのぼうし お月見 教育画劇のかみしばい 山本和子∥作 菊地清美∥
画

教育画劇 2000.9 Pﾂ 110376324

つのがきえたあかおに 節分 教育画劇のかみしばい 高木あきこ∥文 倉石琢也
∥画

教育画劇 1998.8 Pﾂ 111384517

どうぶつむらのたなばたまつり 教育画劇のかみしばい 一條めぐみ∥絵 教育画劇 2010.9 Pﾄﾞ 111406922

としがみさまとおしょうがつ お正月 教育画劇のかみしばい やすいすえこ∥作 鈴木博
子∥画

教育画劇 1995.11 Pﾄ 110376761

ぬすまれたパンプキンパイ ハロウィンオバケ 教育画劇のかみしばい 田沢梨枝子∥作/絵 教育画劇 1991.11 Pﾇ 111391660

ひなまつりのおともだち 教育画劇のかみしばい かとうようこ∥作・絵 教育画劇 2010.9 P/ﾋ 111406906

むかーしむかしのひなあられ ひなまつり 教育画劇のかみしばい 松岡節∥作 毛利将範∥画 教育画劇 2000.9 Pﾑ 110376340

くーすけのクリスマス クリスマス 教育画劇のかみしばい やすいすえこ∥作 土田義
晴∥画

教育画劇 2003.1 P/ｸ 111386413

サルとカニのもちつき 教育画劇のかみしばい 吉田タキノ∥文 くすはら
順子∥画

教育画劇 2002.5 Pｻ 111168951

サンタクロースのおくりもの クリスマス 教育画劇のかみしばい 東川洋子∥文 鈴木博子∥
画

教育画劇 1998.8 Pｻ 111384491

としがみさまとおもち お正月 教育画劇のかみしばい 小野和子∥作 西村達馬∥
画

教育画劇 2000.9 Pﾄ 110376332

ドロロンクリスマス 教育画劇のかみしばい いとうかな∥絵 教育画劇 2010.9 P/
ﾄﾞ

111406948

まめっこぽりぽりおにはそと! 節分 教育画劇のかみしばい 渡辺節子∥作 間瀬なおか
た∥画

教育画劇 2000.9 Pﾏ 110376084

バケラのうんどうかい 童心社のかみしばい 夏目尚吾∥脚本・画 童心社 1999.10 Pﾊﾞ 110376290

くろわんしろわんはみがきシュッシュッ 虫歯
予防デー

教育画劇のかみしばい 伊東美貴∥作/画 教育画劇 2003.1 Pｸ 111386371

はたらいているみなさんありがとう! 教育画劇のかみしばい にへいたもつ∥作 新井洋
行∥絵

教育画劇 2007.9 Pﾊ 111128880

ブーくんのおいもほり 教育画劇のかみしばい 田中伸介∥作/絵 教育画劇 2010.9 Pﾌﾞ 111406930

ふたごのねずみネズくん!ミーちゃん! おたん
じょう会

教育画劇のかみしばい 冬野いちこ∥作/画 教育画劇 2003.1 Pﾌ 111386397
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