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おいしぃおいしぃ! あかちゃんかみしばいぱちぱちにっ
こり

ひろかわさえこ∥脚本・絵 童心社 2006.9 Pｵ 111050738

ころころじゃっぽーん あかちゃんかみしばいぱちぱちにっ
こり

長野ヒデ子∥脚本・絵 童心社 2006.9 Pｺ 111050712

じょうずじょうず あかちゃんかみしばいぱちぱちにっ
こり

なとりちづ∥脚本 おおともやす
お∥絵

童心社 2006.9 Pｼﾞ 111050753

のーびたのびた あかちゃんかみしばいぱちぱちにっ
こり

福田岩緒∥脚本・絵 童心社 2006.9 P/ﾉ 111050746

はーい! あかちゃんかみしばいぱちぱちにっ
こり

間所ひさこ∥脚本 山本祐司∥絵 童心社 2006.9 Pﾊ 111050720

ワンワンワン あかちゃんかみしばいぱちぱちにっ
こり

とよたかずひこ∥脚本・絵 童心社 2006.9 Pﾜ 111050761

あかちゃんがあっあっあ あかちゃんかみしばいよちよちはー
い!

とよたかずひこ∥脚本・絵 童心社 2009.9 Pｱ 111316626

こんにちは あかちゃんかみしばいよちよちはー
い!

内田麟太郎∥脚本 山本祐司∥絵 童心社 2009.9 Pｺ 111316592

できたかなまーだかな あかちゃんかみしばいよちよちはー
い!

やすいすえこ∥脚本 つちだよし
はる∥絵

童心社 2009.9 Pﾃﾞ 111316584

どろんこおばけ あかちゃんかみしばいよちよちはー
い!

ひろかわさえこ∥脚本・絵 童心社 2009.9 Pﾄﾞ 111316618

ぴよぴよぴよちゃん あかちゃんかみしばいよちよちはー
い!

すとうあさえ∥脚本 前田マリ∥
絵

童心社 2009.9 Pﾋﾟ 111316576

まんまるまんまるまんまるな あかちゃんかみしばいよちよちはー
い!

長野ヒデ子∥脚本・絵 童心社 2009.9 Pﾏ 111316600

おんぶおんぶ あかちゃんかみしばいよちよちはー
い!

武鹿悦子∥脚本 相野谷由起∥絵 童心社 2009.9 Pｵ 111316568

うまうままんま あかちゃんからの食育かみしばい・
ぱくぱくもぐもぐ

長野ヒデ子∥脚本・絵 童心社 2008.9 Pｳ 111231239

きょうのばんごはんなあーに? あかちゃんからの食育かみしばい・
ぱくぱくもぐもぐ

やべみつのり∥脚本・絵 童心社 2008.9 Pｷ 111231247
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たべたいのなーに? あかちゃんからの食育かみしばい・
ぱくぱくもぐもぐ

穂高順也∥脚本 山本祐司∥絵 童心社 2008.9 P/ﾀ 111231262

はいはいあーん あかちゃんからの食育かみしばい・
ぱくぱくもぐもぐ

和歌山静子∥脚本・絵 童心社 2008.9 Pﾊ 111231288

むきむきおいしい! あかちゃんからの食育かみしばい・
ぱくぱくもぐもぐ

土田義晴∥脚本・絵 童心社 2008.9 Pﾑ 111231296

シャカシャカふりふりあさごはん あかちゃんからの食育かみしばい・
ぱくぱくもぐもぐ

田村忠夫∥脚本 とよたかずひこ
∥絵

童心社 2008.9 Pｼ 111231254

どんなあじ? あかちゃんからの食育かみしばい・
ぱくぱくもぐもぐ

ひろかわさえこ∥脚本・絵 童心社 2008.9 Pﾄﾞ 111231270

いじわるなんかするからさ あたらしいしつけ紙芝居 柴野民三∥作 椎野利一∥画 教育画劇 1984.2 Pｲ 110597556

いちばんがすきなサンちゃん あたらしいしつけ紙芝居 金明悦子∥作 中村有希∥画 教育画劇 1984.2 Pｲ 110597564

いばりんぼたかしくん あたらしいしつけ紙芝居 いしばししずこ∥作 高橋透∥画 教育画劇 1984.2 Pｲ 110597754

ぐーんとのばせ あたらしいしつけ紙芝居 瀬名恵子∥作画 教育画劇 1984.2 Pｸﾞ 110597465

ぼくにものせてよ あたらしいしつけ紙芝居 関七美∥作 山本まつ子∥画 教育画劇 1984.2 Pﾎﾞ 110597580

みんなのこうえん あたらしいしつけ紙芝居 高木あきこ∥作 田沢梨枝子∥画 教育画劇 1984.2 Pﾐ 110597515

ごちそうなにができるかな おいしくたべて、げんきな子 わしおとしこ∥脚本 鈴木幸枝∥
絵

童心社 2008.12 Pｺﾞ 111276309

ごはんですよーっ おいしくたべて、げんきな子 宮崎二美枝∥脚本 長谷川知子∥
絵

童心社 2008.12 Pｺﾞ 111276317

つるつるシャキシャキもーぐもぐ おいしくたべて、げんきな子 荒木文子∥脚本 夏目尚吾∥絵 童心社 2008.12 Pﾂ 111276325

一ねんに一どは おにごっこシリーズ 福島のり子∥作 奥田怜子∥画 教育画劇 1987.6 Pｲ 110377132

ちゅうちゅうハッケヨイ 秋田の民
話

おにごっこシリーズ 菱田かづこ∥作 いもとようこ∥
画

教育画劇 1987.3 Pﾁ 110597614

やっとこどっこい赤おにさん おにごっこシリーズ 足沢良子∥作 安井康二∥画 教育画劇 1987.3 Pﾔ 110597473

おやつのじかん おはなしチャチャチャ 神沢利子∥作 峰村亮而∥画 教育画劇 1985.1 P/ｵ 111662433

サンタサンタサンタ おひさまこんにちは つちだよしはる∥脚本・絵 童心社 2007.12 P/ｻ 111142238
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あざらしあーくんのゆきあそび おひさまこんにちは年少向 垂石眞子∥脚本・絵 童心社 2010.1 Pｱ 180387755

あめがあがったよ おひさまこんにちは年少向 よこみちけいこ∥脚本・絵 童心社 2012.10 P/ｱ 111613568

うどんくんとおそばちゃん おひさまこんにちは年少向 とよたかずひこ∥脚本・絵 童心社 2012.4 P/ｳ 111569976

おおきいちいさい おひさまこんにちは年少向 得田之久∥脚本 山口マオ∥絵 童心社 2009.5 P/ｵ 111532222

おおきないわがどーん おひさまこんにちは年少向 とよたかずひこ∥脚本・絵 童心社 2013.5 P/ｵ 111673588

がらがらごろごろ おひさまこんにちは年少向 西村敏雄∥脚本・絵 童心社 2010.11 Pｶﾞ 111421152

ことりちゃん おひさまこんにちは年少向 武鹿悦子∥脚本 イ・スジン∥絵 童心社 2013.12 P/ｺ 111733747

たけのこほりほり おひさまこんにちは年少向 土田義晴∥脚本・絵 童心社 2010.5 Pﾀ 111369567

てるてるてるこさん おひさまこんにちは年少向 おおたか蓮∥脚本 山本祐司∥絵 童心社 2013.10 P/ﾃ 111717377

ないしょのプレゼント おひさまこんにちは年少向 礒みゆき∥脚本・絵 童心社 2009.9 Pﾅ 111310553

にんじんわけてくださいな おひさまこんにちは年少向 すとうあさえ∥脚本 土田義晴∥
絵

童心社 2009.11 Pﾆ 111324307

ばけこちゃんとうみ おひさまこんにちは年少向 苅田澄子∥脚本 中谷靖彦∥絵 童心社 2012.8 P/ﾊﾞ 111600441

ばけこちゃんのかさ おひさまこんにちは年少向 苅田澄子∥脚本 中谷靖彦∥絵 童心社 2010.6 Pﾊﾞ 111376802

びっくりピクニック おひさまこんにちは年少向 きむらゆういち∥脚本・絵 童心社 2009.10 Pﾋﾞ 111321261

ぼくんだもん! おひさまこんにちは年少向 礒みゆき∥脚本・絵 童心社 2013.7 P/ﾎﾞ 111687851

まってるのだあれ おひさまこんにちは年少向 いちかわけいこ∥脚本 山本祐司
∥絵

童心社 2012.7 P/ﾏ 111590246

みみをすませて おひさまこんにちは年少向 和歌山静子∥脚本・絵 童心社 2013.8 P/ﾐ 111701116

よもぎだんごぺったん おひさまこんにちは年少向 土田義晴∥脚本・絵 童心社 2012.5 P/ﾖ 111571014

ばけこちゃんのおしょうがつ おひさまこんにちは年少向 苅田澄子∥脚本 中谷靖彦∥絵 童心社 2014.1 Pﾊﾞ 111740981
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あざらしあーくんのゆきあそび おひさまこんにちは年少向 垂石眞子∥脚本・絵 童心社 2010.1 Pｱ 111532248

おはようあそび おひさまこんにちは年少向 武鹿悦子∥脚本 ひろかわさえこ
∥絵

童心社 2011.4 Pｵ 111471967

からかさおばけとのっぺらぼう おひさまこんにちは年少向 ムスタ祐子∥脚本・絵 童心社 2009.8 Pｶ 111304507

さといもゆさゆさ おひさまこんにちは年少向 土田義晴∥脚本・絵 童心社 2013.11 P/ｻ 111727988

しゅつどう!はしごしゃノビールく
ん

おひさまこんにちは年少向 ミノオカ・リョウスケ∥脚本・
絵

童心社 2013.9 P/ｼ 111708236

たこちゃんたこちゃん おひさまこんにちは年少向 長野ヒデ子∥脚本・絵 童心社 2012.11 P/ﾀ 111622205

みんなでひなんくんれん おひさまこんにちは年少向 しらかたみお∥脚本・絵 童心社 2010.9 Pﾐ 111398582

うさぎのミミコにんじんがいっぱい
2・3歳児向

かみしばいだいすき 宮西達也∥作/画 教育画劇 1990.1 Pｶ 111462677

おおきなおおきなおさかなパン 2・
3歳児向

かみしばいだいすき 内山安二∥作/画 教育画劇 1990.1 Pｶ 111462651

おばけのアメーバー 2・3歳児向 かみしばいだいすき 北山葉子∥作/画 教育画劇 1990.1 Pｶ 111462636

からすのかーすけ 2・3歳児向 かみしばいだいすき 畑アカラ∥作/画 教育画劇 1990.1 Pｶ 111462669

バナナがいっぽん 2・3歳児向 かみしばいだいすき 山本省三∥作/画 教育画劇 1990.1 Pｶ 111462685

ホットケーキはみんなだいすき 2・
3歳児向

かみしばいだいすき 木村裕一∥作 岩切美子∥画 教育画劇 1990.1 Pｶ 111462644

わたしのぼうし 2・3歳児向 かみしばいだいすき 加藤晃∥作/画 教育画劇 1990.1 Pｶ 111462628

おっはようもうおきた? ことばとからだであそぼう! かみし
ばい2・3歳児のふれあいあそび

小野寺悦子∥脚本 西巻かな∥絵 童心社 2004.9 Pｵ 110377017

おまめくんぱちぱちー ことばとからだであそぼう! かみし
ばい2・3歳児のふれあいあそび

とよたかずひこ∥脚本・絵 童心社 2004.9 Pｵ 110374808

ごろん ことばとからだであそぼう! かみし
ばい2・3歳児のふれあいあそび

ひろかわさえこ∥脚本・絵 童心社 2004.9 P/ｺﾞ 110377009

たんたんとんとん ことばとからだであそぼう! かみし
ばい2・3歳児のふれあいあそび

仲川道子∥脚本・絵 童心社 2004.9 P/ﾀ 110374865

ねえあそぼうよ! ことばとからだであそぼう! かみし
ばい2・3歳児のふれあいあそび

藤本ともひこ∥脚本・絵 童心社 2004.9 P/ﾈ 110374915
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ばけばけ～どん! ことばとからだであそぼう! かみし
ばい2・3歳児のふれあいあそび

谷地元雄一∥脚本 夏目尚吾∥絵 童心社 2004.9 P/ﾊﾞ 110376126

ぴったんこってきもちいいね ことばとからだであそぼう! かみし
ばい2・3歳児のふれあいあそび

田村忠夫∥脚本 土田義晴∥絵 童心社 2004.9 Pﾋﾟ 110374907

みんなでたいそう ことばとからだであそぼう! かみし
ばい2・3歳児のふれあいあそび

新沢としひこ∥脚本 長谷川義史
∥絵

童心社 2004.9 Pﾐ 110374873

たからさがし とびだすせかい まついのりこ∥脚本・画 童心社 1986.7 Pﾀ 111404109

ねぼすけこびと とびだすせかい まついのりこ∥脚本・画 童心社 1986.11 Pﾈ 111357083

むくむくぽっかりほんわりこ とびだすせかい まついのりこ∥脚本・画 童心社 1986.9 Pﾑ 111404117

るるのおうち とびだすせかい まついのりこ∥脚本・画 童心社 1986.11 Pﾙ 111404091

ひよこちゃん ぴよぴよシリーズ チュコフスキー∥原作 小林純一
∥脚本 二俣英五郎∥絵

童心社 1971.4 Pﾋ 110374816

あんあんふうせん ポッポシリーズ 古寺伸竹∥作 西村達馬∥画 教育画劇 1985.6 P/ﾎﾟ 111662458

そらのさんぽ ポッポシリーズ 鶴見正夫∥作 チト・イトー∥画 教育画劇 1985.6 P/ﾎﾟ 111662441

ねずみのしっぽ ポッポシリーズ 瀬名恵子∥作・画 教育画劇 1985.6 P/ﾎﾟ 111662425

ふにゃふにゃなーに ポッポシリーズ 片桐百合子∥作 石川雅也∥画 教育画劇 1985.6 P/ﾎﾟ 111662409

まねっここざる ポッポシリーズ 福島のり子∥文 富永秀夫∥案・
画

教育画劇 1985.6 P/ﾎﾟ 111662466

ちいさなおばけ ポッポシリーズ 瀬名恵子∥作・画 教育画劇 1985.6 P/ﾎﾟ 111662417

おやつのじかんだよ まついのりこ・かみしばいひろがる
せかい

まついのりこ∥脚本・絵 童心社 1989.3 Pｵ 111357059

カチャーシーをおどろうよ まついのりこ・かみしばいひろがる
せかい

真栄城栄子∥脚本 まついのりこ
∥画

童心社 1989.6 Pｶ 111357091

ひーらいたひーらいた まついのりこ・かみしばいひろがる
せかい

まついのりこ∥脚本・画 童心社 1999.6 Pﾋ 111357067

よいしょよいしょ 新版 まついのりこ・かみしばいひろがる
せかい

まついのりこ∥脚本・絵 童心社 2004.12 Pﾖ 111357075

おおきくおおきくおおきくなあれ まついのりこ・かみしばいひろがる
せかい

まついのりこ∥脚本・画 童心社 1983.4 P/ｵ 111628822
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かりゆしの海 まついのりこ・かみしばいひろがる
せかい

まついのりこ∥脚本・画 横井謙
典∥写真

童心社 1989.6 Pｶ 111355178

おかあさんみーつけた みんなもいっしょにね 加藤晃∥作/画 教育画劇 1988.1 P/ﾐ 111529376

おはようがいっぱい みんなもいっしょにね しばはら・ち∥作/画 教育画劇 1988.1 P/ﾐ 111529384

かいじゅうがぼがぼ みんなもいっしょにね 内山安二∥作 教育画劇 1988.1 P/ﾐ 111529343

かえっこかえっこ みんなもいっしょにね 尾崎真吾∥作/画 教育画劇 1988.1 P/ﾐ 111529368

しりとりあそび みんなもいっしょにね このみひかる∥作 岩田くみ子∥
画

教育画劇 1988.1 P/ﾐ 111529335

ひもかとおもったら… みんなもいっしょにね 古川タク∥作/画 教育画劇 1988.1 P/ﾐ 111529350

ポッチイはくいしんぼう みんなもいっしょにね 木村裕一∥作/画 教育画劇 1988.1 P/ﾐ 111529392

それいけ!アンパンマン ワイド版アンパンマンかみしばい 1 やなせたかし∥作・絵 フレーベル館 2003.1 P/ｿ 111417176

アンパンマンとまいごのうちゅうじ
ん

ワイド版アンパンマンかみしばい 11 やなせたかし∥作・画 フレーベル館 2009.9 Pｱ 111417226

アンパンマンとかいじゅうアンコラ ワイド版アンパンマンかみしばい 12 やなせたかし∥作・画 フレーベル館 2009.9 Pｱ 111417234

アンパンマンとらくがきこぞう ワイド版アンパンマンかみしばい 13 やなせたかし∥作・画 フレーベル館 2009.9 P/ｱ 111417242

アンパンマンとごりらまん ワイド版アンパンマンかみしばい 14 やなせたかし∥作・画 フレーベル館 2009.9 Pｱ 111417259

なぞなぞのくにのアンパンマン ワイド版アンパンマンかみしばい 15 やなせたかし∥作・画 フレーベル館 2009.9 P/ﾅ 111417267

アンパンマンとだだんだん ワイド版アンパンマンかみしばい 4 やなせたかし∥作・絵 フレーベル館 2003.1 P/ｱ 111417184

アンパンマンとつみきのしろ ワイド版アンパンマンかみしばい 5 やなせたかし∥作・絵 フレーベル館 2003.1 Pｱ 111417192

アンパンマンとロールパンナ ワイド版アンパンマンかみしばい 7 やなせたかし∥作・絵 フレーベル館 2004.1 P/ｱ 111417200

アンパンマンとみえないまん ワイド版アンパンマンかみしばい 8 やなせたかし∥作・絵 フレーベル館 2004.1 P/ｱ 111417218

これなになに? 教育画劇のかみしばい 山本祐司∥作/絵 教育画劇 2012.9 P/ﾅ 111662375
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これな～んだ 教育画劇のかみしばい きむらゆういち∥さく きただて
つや∥え

教育画劇 2004.1 Pｺ 110376191

こんにちは、ゾウです。 ゾウ 教育画劇のかみしばい 内山晟∥写真 わしおとしこ∥文 教育画劇 2002.9 Pｺ 110376175

だれかな?だれかな? どうぶつのも
よう

教育画劇のかみしばい 内山晟∥写真 中村翔子∥文 教育画劇 2002.9 Pﾀﾞ 110376159

どうぶつこれなーんだ? 教育画劇のかみしばい 越濱久晴∥作・絵 教育画劇 2012.9 P/ﾅ 111662326

おおきいねこちいさいねこ 教育画劇のかみしばい ときわひろみ∥文 伊野孝行∥絵 教育画劇 2013.9 P/ｱ 111725065

モモちゃんがあかちゃんだったとき 松谷みよ子かみしばいちいさいモモ
ちゃん 1

松谷みよ子∥脚本 鈴木未央子∥
画

童心社 1984.0 Pﾓ 110375227

はのいたいモモちゃん 松谷みよ子かみしばいちいさいモモ
ちゃん 2

松谷みよ子∥脚本 鈴木未央子∥
画

童心社 1984.0 Pﾊ 110375235

モモちゃんのおみせやさん 松谷みよ子かみしばいちいさいモモ
ちゃん 3

松谷みよ子∥脚本 鈴木未央子∥
画

童心社 1984.0 Pﾓ 110375243

ちゅうしゃにいったモモちゃん 松谷みよ子かみしばいちいさいモモ
ちゃん 4

松谷みよ子∥脚本 鈴木未央子∥
画

童心社 1984.0 Pﾁ 110375250

あめこんこん 松谷みよ子かみしばいちいさいモモ
ちゃん 5

松谷みよ子∥脚本 鈴木未央子∥
画

童心社 1984.0 Pｱ 110375268

モモちゃんとかた目のプー 松谷みよ子かみしばいちいさいモモ
ちゃん 6

松谷みよ子∥脚本 鈴木未央子∥
画

童心社 1984.0 Pﾓ 110375276

あてっこあてっこ 童心社のかみしばい 野沢茂∥原案 小林純一∥脚本
和歌山静子∥画

童心社 2000.5 Pｱ 111334298

うめぼしさん 童心社のかみしばい 神沢利子∥脚本 ましませつこ∥
画

童心社 2000.5 Pｳ 111334256

おいしいおいしいほん 童心社のかみしばい 香山美子∥脚本 長野ヒデ子∥画 童心社 1999.5 Pｵ 110376993

おかあさんのうた 童心社のかみしばい 渡辺享子∥脚本・画 童心社 1999.8 P/ｵ 110375151

おきにいりなあに? 童心社のかみしばい 清水えみ子∥脚本 山本まつ子∥
画

童心社 2000.3 Pｵ 110375169

おだんごころころ 童心社のかみしばい 坪田譲治∥作 二俣英五郎∥画 童心社 2000.5 P/ｵ 111628855

おねぼうなじゃがいもさん 童心社のかみしばい 村山籌子∥原作 村山知義∥脚
本・画

童心社 1998.6 Pｵ 111334280

あかちゃん～幼児向け紙芝居7


