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クック・ドゥ-ルドゥルドゥ-のたからさがし こうつうあんぜんかみしばい 内閣府政策統括官∥監修 全日本交通安全協会 [19--]
アイスくん 教育画劇のかみしばい 山福朱実∥作/絵 教育画劇 2006.1
あいちゃんのキャンプ 紙芝居小学生の道徳2年 相沢るつ子∥作・画 教育画劇 1996.4
あおちゃんきいろちゃんあかちゃん 教育画劇のかみしばい 冬野いちこ∥作/絵 教育画劇 2004.1
あおよ、かえってこい 童心社のかみしばい 早乙女勝元∥脚本 木村正志∥画 童心社 1997.5
あかいくつ 世界名作童話紙芝居全集 第2集(アンデルセン編) アンデルセン∥原作 福島のり子∥脚色 若菜珪∥画 教育画劇 1999.4
あかがみとくろがみ 名作民話おはなし広場 1集1話 須藤出穂∥脚色 梶山俊夫∥画 NHKサービスセンター 1984.6
あかずきんちゃん 童心社のかみしばい グリム∥原作 グリム∥原作 小林純一∥脚本 童心社 1996.12
あかちゃんあかちゃん 教育画劇のかみしばい ケロポンズ∥作 市居みか∥絵 教育画劇 2005.1
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
あかねずみのあーや ともだちだいすき 高家博成∥脚本 仲川道子∥絵 童心社 2008.10
あかリボンちゃんきをつけて 防犯紙芝居 教育画劇のかみしばい 中村徹∥作 中村陽子∥絵 教育画劇 2007.5
あき寺のばけもの 童心社のかみしばい 西本鶏介∥原作 諸橋精光∥脚本・画 童心社 1996.5
あくびはどんなときでるのかな? 教育画劇のかみしばい 山脇恭∥作 くすはら順子∥画 鈴木洋∥監修 教育画劇 2001.9
あさごはんでもりもりげんき 教育画劇のかみしばい 林ふみこ∥作 岡本美子∥画 教育画劇 1998.5
あさなのにまっくら あたらしい行事紙芝居 第3集 安田浩∥作 ながよしかよ∥画 教育画劇 1982.9
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
あざらしあーくんまいごになる 年少向けおひさまこんにちは 垂石眞子∥脚本・絵 童心社 2008.3
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
あしながてなが 教育画劇のかみしばい かなだたえ∥文 さとみゆう∥絵 教育画劇 2014.5
あずきとぎ 日本民話より 日本のおばけ 桜井信夫∥文 ヒサクニヒコ∥絵 教育画劇 1992.8
あそぼあそぼ 教育画劇のかみしばい やすいすえこ∥作 津田直美∥画 教育画劇 2002.1
あたしがあんであげる 童心社のかみしばい 瀬名恵子∥脚本・画 童心社 2000.1
あたま・あたま 教育画劇のかみしばい こわせ・たまみ∥作 一條めぐみ∥絵 教育画劇 2010.1
あたまにかきの木 童心社のかみしばい 藤田勝治∥脚本・画 童心社 1999.11
あっおうちがもえている 地震火災安全紙芝居 森田健∥作 清水祐幸∥画 教育画劇 1985.12
あっぱれ!チビッコむさし 佐賀県の民話より 教育画劇のかみしばい 菊地ただし∥文 毛利将範∥画 教育画劇 2003.9
あっぷっぷー 教育画劇のかみしばい 武鹿悦子∥作 土田義晴∥画 教育画劇 1999.8
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
あてっこどうぶつえん さわってみよう 教育画劇のかみしばい 村田エミコ∥作/絵 教育画劇 2005.1
あとかくしの雪 教育画劇のかみしばい ときわひろみ∥文 藤本四郎∥絵 教育画劇 2012.1
あなからみえるよ 教育画劇のかみしばい 古川タク∥作/画 教育画劇 2004.1
アネッタ、すべった! ともだちだいすき 野坂悦子∥脚本 ヒッテ・スペー∥絵 童心社 2008.12
あのね… 2・3歳児向 教育画劇のかみしばい 木村裕一∥作 礒みゆき∥画 教育画劇 2009.3
あひるのおうさま フランス民話から 大きく広がる大型紙しばい 第2集 堀尾青史∥脚本 田島征三∥絵 童心社 2003.5
あひるのおうさま フランス民話より 童心社のかみしばい 堀尾青史∥脚本 田島征三∥画 童心社 1998.6
あぶない 創作童話 かみしばい 第6集 森 比左志∥文 菊池 貞雄∥画 NHKソフトウェア 1996
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あぶないところにいかないで 交通安全紙芝居 新版 石川光男∥作 石川雅也∥画 教育画劇 1985.6
あぶないねひこうききょうそう 石油ストーブによる火事 教育画劇のかみしばい 岡信子∥作 西村達馬∥画 教育画劇 1997.1
あぶらぜみのあぶちゃん ともだちだいすき 高家博成∥脚本 タダサトシ∥絵 童心社 2013.7
あまーいにおいのアメンボくん 教育画劇のかみしばい 中谷靖彦∥作/絵 教育画劇 2006.9
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
アムンゼン 紙芝居・伝記シリーズ 鈴鹿洋子∥脚色 津田光郎∥画 教育画劇 1986.6
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
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
あめだま 教育画劇のかみしばい 新美南吉∥作 東川洋子∥脚色 野村たかあき∥画 教育画劇 2003.9
雨の日のおまじない 教育画劇のかみしばい 宮本えつよし∥作/画 教育画劇 1997.6
アライくんのくいしんぼたんじょうび 食べすぎ 教育画劇のかみしばい 田沢梨枝子∥作・画 教育画劇 1996.10
ありがとうごちそうさま 教育画劇のかみしばい わしおとしこ∥作 すなやまえみこ∥絵 教育画劇 2013.1
ありがとうごはんつぶマン 教育画劇のかみしばい みやざきひろかず∥作/絵 教育画劇 2009.9
ありがとうセッケンマン 手洗い 教育画劇のかみしばい 田中秀幸∥作・画 教育画劇 1996.10
アリとバッタとカワセミ ともだちだいすき イ・スジン∥脚本・絵 童心社 2010.11
アリババと四十人のとうぞく アラビアン・ナイト 世界名作童話紙芝居全集 第1集 林たかし∥文 清水祐幸∥画 教育画劇 1986.7
ありんこチッポながされる 大水 教育画劇のかみしばい わしおとしこ∥作 山本祐司∥絵 教育画劇 2011.8
あわてないあわてない 大型紙しばい防災シリーズ 地震 仲川道子∥脚本・絵 童心社 2005.6
あわてないあわてない いのちを守る防災かみしばいじしん・つなみ・たいふう 仲川道子∥脚本・絵 童心社 2011.6
あわてものしょうぼうしゃウーカン のりものだいすき 山脇恭∥作 西村郁雄∥画 教育画劇 1986.1
あわてんぼうウサギ インドのおはなし 世界のユーモア民話 瀬尾七重∥脚色 中沢正人∥画 教育画劇 1994.5
あわてんぼうのこねこちゃん 童心社のベスト紙芝居 第4集 石原仁美∥作 瀬名恵子∥はりえ 童心社 1987.2
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
安珍清姫物語 高齢者向け紙芝居 サワジロウ∥脚本・絵 遠山昭雄∥監修 雲母書房 2012.12
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
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
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
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
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
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
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
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
あんもちみっつ 日本民話かみしばい選 水谷章三∥脚本 宮本忠夫∥画 松谷みよ子∥監修 童心社 1984.9
いいものなんだ? ともだちだいすき 山末やすえ∥脚本 相野谷由起∥絵 童心社 2012.2
いいものみつけた 教育画劇のかみしばい 中原収一∥作・画 教育画劇 1996.1
いかのおすし 防犯標語かみしばい 教育画劇のかみしばい にへいたもつ∥作 たんじあきこ∥絵 教育画劇 2007.5
いきたいなゆうえんち 紙芝居小学生の道徳2年 岡信子∥作 ひらのてつお∥画 教育画劇 1996.4
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いじわるコンキチ 紙芝居小学生の道徳1年 なかえよしを∥作 上野紀子∥画 教育画劇 1996.4
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
いずみおばあちゃん 紙芝居小学生の道徳1年 高科正信∥作 山口みねやす∥画 教育画劇 1996.4
いそおんながでる海 童心社のかみしばい 北川幸比古∥脚本 宮本順子∥画 童心社 1996.5
いたずらおばけ ゆかいなおばけシリーズ 堀尾青史∥作 鈴木寿雄∥画 童心社 1988.6
いたずらおばけ 教育画劇のかみしばい 久地良∥作 尾崎真吾∥画 教育画劇 1998.11
いたずらぎつね 日本民話かみしばい選 桜井信夫∥脚本 藤本四郎∥画 松谷みよ子∥監修 童心社 1984.9
いたずらだいこんとぶんぶんはち 蜂 教育画劇のかみしばい 浅沼とおる∥作/絵 教育画劇 2011.8
いたずらにんじゃをつかまえろ かくし絵 教育画劇のかみしばい しばはら・ち∥作/画 教育画劇 1997.11
いちどとまってみぎひだり 大型紙しばい安全教育シリーズ ちょっとまって、あぶないよ 今関信子∥脚本 国井節∥絵 童心社 2008.6
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
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
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
いっきゅうさん 教育画劇のかみしばい 福島のり子∥文 森やすじ∥画 教育画劇 1996.7
いったんもめん 童心社のかみしばい 古山広子∥脚本 石倉欣二∥画 童心社 1996.5
いつでもどこでもいただきます! サンドイッチのはじまり 教育画劇のかみしばい 東川洋子∥作 鈴木博子∥画 教育画劇 1991.5
いつもパクパクこぶたのポー どうしてむしばになるの? 四季の行事シリーズ むしば 宮西達也∥作/画 教育画劇 1993.5
いどほりちょうべえ 名作民話おはなし広場 5集1話 須藤出穂∥脚色 むかいながまさ∥画 NHKサービスセンター 1984.6
いなかねずみとまちねずみ 名作民話おはなし広場 5集5話 イソップ∥原作 西内ミナミ∥脚色 小野かおる∥画 NHKサービスセンター 1984.6
いなくなったボールくん 紙芝居小学生の道徳1年 大野哲郎∥作 鈴木幸枝∥画 教育画劇 1996.4
いなばのしろうさぎ 名作民話おはなし広場 3集1話 片岡輝∥脚色 沢井一三郎∥画 NHKサービスセンター 1984.6
いなむらの火 大型紙しばい防災シリーズ 津波 川崎大治∥脚本 降矢洋子∥絵 童心社 2005.6
いなむらの火 いのちを守る防災かみしばいじしん・つなみ・たいふう 川崎大治∥脚本 降矢洋子∥絵 童心社 2011.6
いのししのすもう 月見 教育画劇のかみしばい 吉田タキノ∥文 篠崎三朗∥画 教育画劇 1998.8
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
いばりんぼのパンプくん 教育画劇のかみしばい 中村美佐子∥作 田中秀幸∥画 教育画劇 1994.11
いまのかおりがとてもすき 紙芝居小学生の道徳1年 今関信子∥作 尾崎曜子∥画 教育画劇 1996.4
いものきょうだい 兄弟愛と自然きょうだいシリーズ 浜田広介∥作 浜田留美∥文 瀬名恵子∥画 教育画劇 1982.10
いやいやたまご ともだちだいすき 竹下文子∥脚本 ましませつこ∥絵 童心社 2007.4
いーれーて! 年少向けおひさまこんにちは 礒みゆき∥脚本・絵 童心社 2009.2
いわじいさん 中国昔話 名作民話おはなし広場 4集5話 松岡励子∥脚色 福田庄助∥画 NHKサービスセンター 1984.6
うぐいすひめ 名作民話おはなし広場 1集5話 立原えりか∥脚色 松本恭子∥画 NHKサービスセンター 1984.6
うさぎおばけのパトロール 教育画劇のかみしばい 山本省三∥作・絵 教育画劇 2007.5
うさぎがうまれたよ ともだちだいすき 藤本四郎∥脚本・絵 童心社 2001.7
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
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
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
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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
うさこちゃんきをつけて 教育画劇のかみしばい 相沢るつ子∥作/画 教育画劇 1997.6
うさこちゃんのケーキづくり 教育画劇のかみしばい 相沢るつ子∥作/画 教育画劇 2004.4
うさちゃんのおかいもの 教育画劇のかみしばい わらべきみか∥作/絵 教育画劇 2004.1
うっかりうさぎとたしかめカメさん 教育画劇のかみしばい 木曽秀夫∥作/画 教育画劇 1997.6
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
うなぎにきいて ともだちだいすき 桂文我∥脚本 長谷川義史∥絵 童心社 2005.7
うばすて山 かみしばいぐんぐんのびのびいきるちから ふたば 岩崎京子∥脚本 長野ヒデ子∥絵 童心社 2011.9
うまいものやま 童心社のベスト紙芝居 第6集 佐々木悦∥脚本 箕田源二郎∥画 童心社 1989.9
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
うまかたどんとたぬきのポンタ 教育画劇のかみしばい 菊地ただし∥文 塩田守男∥画 教育画劇 1997.4
馬になったむすこ ともだちだいすき 水谷章三∥脚本 藤田勝治∥絵 童心社 2007.12
うみのおまつり かわいい八つのおはなし 宮下昌樹∥作 長島克夫∥画 教育画劇 1986.11
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
うらしまたろう むかしばなし 第1集 奈街三郎∥文 工藤市郎∥画 教育画劇 1985.7
うらしまたろうをおいかけろ! 紙芝居へんてこ日本むかしばなし 浅川じゅん∥作 土屋富士夫∥画 教育画劇 1995.5
うんちうんちぽっとん 年少向けおひさまこんにちは いちかわけいこ∥脚本 夏目尚吾∥絵 童心社 2008.11
絵からとびだしたネコ 教育画劇のかみしばい ときわひろみ∥文 はせがわかこ∥絵 教育画劇 2012.1
エジソン 紙芝居・伝記シリーズ はやしたかし∥脚色 野々口重∥画 教育画劇 1986.6
えっちゃんせんせい ともだちだいすき あまんきみこ∥脚本 松成真理子∥絵 童心社 2012.4
絵にかいたねこ 日本民話より 日本のおばけ 吉田タキノ∥文 岡村好文∥絵 教育画劇 1992.8
えんそくおくれておいかけて 教育画劇のかみしばい 田沢梨枝子∥作/画 教育画劇 1997.6
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
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
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∥脚本・絵 童心社 2006.6
おいしいゆめ 兄弟愛と自然きょうだいシリーズ 神戸淳吉∥作 川上尚子∥画 教育画劇 1983.3
おうさまさぶちゃん 大きく広がる大型紙しばい 第4集 馬場のぼる∥脚本・絵 童心社 2007.5
おうじさまのこうえんたんけん 公園とその付近のマーク 教育画劇のかみしばい 山本和子∥作 中村陽子∥画 教育画劇 2000.1
おうちはどこだ? 教育画劇のかみしばい 小山友子∥作/絵 教育画劇 2013.1
オオカミ男 童心社のかみしばい 千世まゆ子∥脚本 おぼまこと∥画 童心社 1997.5
オオカミおとこはかわいそう オオカミ男 教育画劇のかみしばい 菊池俊∥作 田中秀幸∥絵 教育画劇 1991.11
おおかみと七ひきの子やぎ 世界の名作 第2集 グリム∥原作 グリム∥原作 奈街三郎∥脚本 童心社 1992.5
オオカミのまゆげ 教育画劇のかみしばい Yuji∥文/絵 教育画劇 2008.1
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
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
おおきくおおきくおおきくなあれ 大きく広がる大型紙しばい 第1集 まついのりこ∥脚本・絵 童心社 2002.9
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
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おおきくおおきくおおきくなあれ 英語版 ハロー!はじめての英語kamishibai まついのりこ∥脚本・絵 童心社 2009.6
おおきくてもやさしいんだぞう 体の大きさ 教育画劇のかみしばい 中村翔子∥作 鈴木博子∥画 教育画劇 1997.8
おおきないけ かわいい八つのおはなし 小出保子∥作画 教育画劇 1987.2
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
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
おおきなおともだち 2・3歳児向 教育画劇のかみしばい 中原収一∥作/画 教育画劇 2009.3
おおきなきょうりゅうブラキオサウルスのかぞく 教育画劇のかみしばい 月本佳代美∥絵 教育画劇∥文/制作 教育画劇 2008.5
おおきなぼうし 教育画劇のかみしばい 木曽秀夫∥作&画 教育画劇 1998.3
おおきなボール 教育画劇のかみしばい 村山桂子∥作 きよしげのぶゆき∥画 教育画劇 2004.4
おおどろぼうマーサカサ 教育画劇のかみしばい みやざきひろかず∥作/絵 教育画劇 2009.5
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
おかあさんといっしょ! どうぶつのおやこ 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
おかあさんどこ? 教育画劇のかみしばい ミスミヨシコ∥作/絵 教育画劇 2011.1
おかあさんのいないよる 教育画劇のかみしばい 宮西いづみ∥作 岡本美子∥画 教育画劇 1992.4
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
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
おかしなかいじゅうじま かいじゅうのくに へんてこなくにのおはなし 木曽秀夫∥作/画 教育画劇 1984.9
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
おくちをあーん 教育画劇のかみしばい 伊東美貴∥作/画 教育画劇 1999.8
おけやのてんのぼり 民話かみしばい傑作選 川崎大治∥脚本 二俣英五郎∥画 童心社 1971.8
おこうおばさんの平和のいのり かみしばいぐんぐんのびのびいきるちから わかば 宮川ひろ∥脚本 梅田俊作∥絵 童心社 2011.9
おこりんぼのおーちゃん 交通安全紙芝居 新版 高木あきこ∥作 瀬名恵子∥画 教育画劇 1986.6
おさんぎつね 教育画劇のかみしばい 折口てつお∥文 若菜珪∥画 教育画劇 1996.7
おさんぽわんくん 教育画劇のかみしばい しばはら・ち∥作/画 教育画劇 2004.4
おじいさんとおばけ ゆかいなおばけシリーズ 堀尾青史∥脚本 瀬名恵子∥画 童心社 1988.6
おじいちゃんはすごいね 教育画劇のかみしばい 中村文人∥作 福岡昭二∥絵 教育画劇 2008.5
おじいちゃんはとのさま たんぽぽシリーズ 西本鶏介∥作 勝又進∥画 教育画劇 1982.0
おしっこおしっこ 教育画劇のかみしばい 浅沼とおる∥作・絵 教育画劇 2011.1
おしゃべりこねこ 教育画劇のかみしばい 中原収一∥作/画 教育画劇 2004.5
おしゃれなねこさん 教育画劇のかみしばい 浅沼とおる∥作/画 教育画劇 1995.1
おしょうさんとこぞうさん 名作民話おはなし広場 2集4話 筒井敬介∥脚色 若菜珪∥画 NHKサービスセンター 1984.6
おしりのあなのはなし ちんちんかみしばいシリーズ 第1期 東市子∥脚本 緒方亮子∥脚本 相野谷由起∥画 リブリオ出版 2001.2
おそばのくきがあかいのは 名作民話おはなし広場 3集3話 石山透∥脚色 岡本武紫∥画 NHKサービスセンター 1984.6
おだんごころころ 大きく広がる大型紙しばい 第3集 坪田譲治∥脚本 二俣英五郎∥絵 童心社 2006.6
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
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
お茶にしましょ はじめてみよう老人ケアに紙芝居 菅野博子∥脚本・絵 雲母書房 2009.3
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おつかいさん たんぽぽシリーズ 筒井敬介∥作 古寺伸竹∥脚色 西村達馬∥画 教育画劇 1982.0
おつきさまのともだち つきのくに へんてこなくにのおはなし 磯田和一∥作/画 教育画劇 1984.9
おっきなバナナ 教育画劇のかみしばい ひまわり∥作/画 教育画劇 1995.1
おっとあぶない!モンちゃんキーちゃん 高い場所での危険 教育画劇のかみしばい 宗方あゆむ∥作 毛利将範∥画 教育画劇 1996.8
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
おでかけおでかけ 教育画劇のかみしばい 山本和子∥作 内海博∥画 教育画劇 2001.1
おてがらピューマの大ジャンプ ジャンプ 教育画劇のかみしばい ゆきのゆみこ∥作 秋里信子∥画 教育画劇 1997.8
おとうさん 大きく広がる大型紙しばい 第1集 与田凖一∥脚本 田畑精一∥絵 童心社 2002.9
おとうさんといっしょ 教育画劇のかみしばい かさいまり∥作/絵 教育画劇 2005.1
おとうふさんとそらまめさん 年少向けおひさまこんにちは 松谷みよ子∥脚本 長野ヒデ子∥絵 童心社 2005.7
おとうふさんのおみまい 教育画劇のかみしばい 大橋慶子∥文・絵 教育画劇 2013.9
おどりばダンスホール 高齢者向け紙芝居 片岡直子∥脚本・絵 ときわひろみ∥監修 雲母書房 2012.12
おなかをこわしたよしおくん 教育画劇のかみしばい 浅沼とおる∥作/絵 教育画劇 2008.9
おなかがすいた どうぶつのたべもの 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
おなかのすいたベニシジミ ともだちだいすき 得田之久∥脚本・絵 童心社 2002.5
おなかのなかのわたし ちんちんかみしばいシリーズ 第2期 東市子∥文 緒方亮子∥文 相野谷由起∥絵 リブリオ出版 2006.12
おなべとことこ ロシアのおはなし 世界のユーモア民話 本田カヨ子∥脚色 前田康成∥画 教育画劇 1994.5
おにがしまのとらがり おにのくに へんてこなくにのおはなし 仲倉眉子∥作/画 教育画劇 1984.9
おにぎりおにぎり 年少向けおひさまこんにちは 長野ヒデ子∥脚本・絵 童心社 2008.9
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
おにのかたなづくり 日本民話より 日本のおばけ 鶴見正夫∥文 清水耕蔵∥絵 教育画劇 1992.8
オニのごちそう 教育画劇のかみしばい 宮崎二美枝∥文 藤本四郎∥絵 教育画劇 2013.9
おにばばときんのくさり 教育画劇のかみしばい 山口節子∥文 村田エミコ∥絵 教育画劇 2008.1
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
おねしょかいじゅうシーシー 教育画劇のかみしばい 中村とおる∥作 中村陽子∥画 教育画劇 2004.5
おねぼうチュピ 教育画劇のかみしばい わしおとしこ∥作 土田義晴∥画 教育画劇 2004.5
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
おばあちゃんありがとう あたらしい行事紙芝居 第3集 村山桂子∥原作 教育画劇編集部∥脚色 柿本幸造∥画 教育画劇 1982.9
おばあちゃんのたんじょうび ともだちだいすき 松居スーザン∥脚本 長野ヒデ子∥絵 童心社 2009.9
おばけをてんぷらにしてたべた兄弟 創作童話 かみしばい 第6集 松岡 励子∥作・文 岡村 好文∥画 NHKソフトウェア 1996
おばけだいじょうぶ 町なかでみるマーク 教育画劇のかみしばい 冬野いちこ∥作/画 教育画劇 2000.1
おばけたまご ともだちだいすき 内田麟太郎∥脚本 大橋重信∥絵 童心社 2014.8
おばけとやっちゃん 童心社のかみしばい 松野正子∥脚本 渡辺有一∥画 童心社 2000.5
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
おばけのくにのどろろんちゃん おばけのくに へんてこなくにのおはなし しばはら・ち∥作/画 教育画劇 1984.9
おばけのすてきなまほう 教育画劇のかみしばい ふじしまあおとし∥作/画 教育画劇 1998.1
おばけのたまご 教育画劇のかみしばい 木村裕一∥作 中沢正人∥画 教育画劇 2004.4
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おばけのはみがき 教育画劇のかみしばい 林原玉枝∥作 内海博∥画 教育画劇 1998.1
おばけのマーチ 教育画劇のかみしばい 間所ひさこ∥作 尾崎曜子∥画 教育画劇 1998.1
おばけのゆきがっせん かみしばいひゅ～どろどろおばけセット おおたか蓮∥脚本 ひろかわさえこ∥絵 童心社 2012.7
おばけやしき 古典落語より 日本のおばけ 小沢正∥文 勝又進∥絵 教育画劇 1992.8
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
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
おひさま、あけましておめでとう! 年少向けかみしばいたのしいね!きせつの行事 すとうあさえ∥脚本 中谷靖彦∥絵 童心社 2013.8
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
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
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
おひめさまのおきにいり アイスクリームのはじまり 教育画劇のかみしばい 鬼塚りつ子∥作 岡本美子∥画 教育画劇 1991.5
おひめさまのカレーライス 教育画劇のかみしばい 山本和子∥作 伊東美貴∥画 教育画劇 1998.5
おひゃくしょうさんとだんご 教育画劇のかみしばい こわせ・たまみ∥文 村田エミコ∥絵 教育画劇 2009.1
おひゃくしょうさんとろば スイスのおはなし 世界のユーモア民話 宗方あゆむ∥脚色 ささやすゆき∥画 教育画劇 1994.5
おひゃくしょうとえんまさま 童心社のかみしばい 君島久子∥再話 堀尾青史∥脚本 二俣英五郎∥画 童心社 2000.5
おぶさりてい あたらしい民話でてこい 第2集 市川京子∥文 夏目尚吾∥画 教育画劇 1990.7
おべんとうなあに 教育画劇のかみしばい 仲川道子∥作/画 教育画劇 2001.1
おまじないはなあに? 誘拐防止 教育画劇のかみしばい 高木あきこ∥作 菊地清美∥画 教育画劇 1996.8
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
おむすびころりん大はっけん 紙芝居へんてこ日本むかしばなし 等門じん∥作 津田直美∥画 教育画劇 1995.5
おめでとうお正月さん 教育画劇のかみしばい 西本鶏介∥作 ふりやかよこ∥画 教育画劇 1992.4
おもしろ学校めぐり 教育画劇のかみしばい 高科正信∥作 黒岩章人∥画 教育画劇 1992.4
おもちゃさん～あかちゃんないているよ～ 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 2011.1
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
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
おやゆびトム かみしばいぐんぐんのびのびいきるちから ふたば 岩倉千春∥脚本 篠崎三朗∥絵 童心社 2011.9
おやゆびひめ 世界の名作 第2集 アンデルセン∥原作 八木田宜子∥脚本 伊藤悌夫∥画 童心社 1992.5
おやゆびひめ 世界名作童話紙芝居全集 第2集(アンデルセン編) アンデルセン∥原作 吉野弘子∥文 岸田耕造∥画 教育画劇 1999.5
おようふくきようね 教育画劇のかみしばい 木曽秀夫∥作/画 教育画劇 1999.8
およめさんにばけたきつね 教育画劇のかみしばい 吉田タキノ∥文 田中秀幸∥画 教育画劇 1995.3
おれさまは、カジノモト 防災紙芝居 童心社のかみしばい 高橋由為子∥脚本・画 童心社 1992.9
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 米川みちこ∥作 山内恵美子∥画 教育画劇 1986.11
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
かあさんだいすき! ともだちだいすき おおともやすお∥脚本/絵 童心社 2007.5
かあさんワニのおくりもの ともだちだいすき さえぐさひろこ∥脚本 中川洋典∥絵 童心社 2012.8
がいこつめがね 教育画劇のかみしばい 藤本ともひこ∥作/画 教育画劇 1998.5
かいじゅうガオーにきをつけろ! 教育画劇のかみしばい 宮西達也∥作/画 教育画劇 1997.6
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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
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
かえってきたサケ 教育画劇のかみしばい 鶴見正夫∥原作 花之内雅吉∥画 教育画劇 1994.5
かえるケロスケ 教育画劇のかみしばい 浅沼とおる∥作/絵 教育画劇 2006.9
かえるのゴムぐつ 名作民話おはなし広場 5集7話 宮沢賢治∥原作 立原えりか∥脚色 深沢省三∥画 NHKサービスセンター 1984.6
かえるるちゃんのおみまい ともだちだいすき すとうあさえ∥脚本 久住卓也∥絵 童心社 2008.6
かぐやひめがやってきた!! 紙芝居へんてこ日本むかしばなし 舟崎克彦∥作 篠崎三朗∥画 教育画劇 1995.5
かさじぞう 松谷みよ子民話珠玉選 松谷みよ子∥脚本 まつやまふみお∥画 童心社 1986.2
かさぶたブッタ 教育画劇のかみしばい なかむらとおる∥作 中村陽子∥画 鈴木洋∥監修 教育画劇 2001.9
かじおばけモクモク 火事 教育画劇のかみしばい 藤井啓誌∥作/絵 教育画劇 2011.8
かぜとおもったら 教育画劇のかみしばい 川端理絵∥作/絵 教育画劇 2008.9
かぜヒッキーをやっつけろ! 保健衛生かみしばいまいにちげんき! 礒みゆき∥脚本・絵 童心社 2013.11
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
かっぱのかめ 名作民話おはなし広場 2集3話 須藤出穂∥脚色 沼野正子∥画 NHKサービスセンター 1984.6
かっぱのすもう 日本民話かみしばい選 渋谷勲∥脚本 梅田俊作∥画 松谷みよ子∥監修 童心社 1984.9
かっぱのてがみ 日本民話より 日本のおばけ 菊地ただし∥文 中沢正人∥絵 教育画劇 1992.8
かにむかし ともだちだいすき 田畑精一∥作 木村次郎∥作 童心社 2006.5
かぶとむしのかぶちゃん ともだちだいすき 高家博成∥脚本 仲川道子∥絵 童心社 2007.8
かみなりごろすけのしっぱい 遊具の事故防止 教育画劇のかみしばい 林原玉枝∥作 鈴木びんこ∥画 教育画劇 1996.8
かみなりさまとくわのき あたらしい民話でてこい 第2集 清水たみ子∥文 安井康二∥画 教育画劇 1990.7
かみなりぼうやともりのなかま 雷 教育画劇のかみしばい 岡山真子∥作 権田章江∥絵 教育画劇 2011.8
かめくんだいじょうぶ? 防災紙芝居 童心社のかみしばい 仲川道子∥脚本・画 童心社 1992.9
かめのえんそく 教育画劇のかみしばい 中谷靖彦∥文/絵 教育画劇 2009.1
かめのトートじいさんは150さい ながいき 教育画劇のかみしばい 瀬尾七重∥作 岩井田治行∥画 教育画劇 1997.8
かゆくてもかかないよ 教育画劇のかみしばい 小林ゆき子∥作/絵 教育画劇 2008.9
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
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
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
からすのはいたつやさん あたらしい行事紙芝居 第3集 土門正卓∥作 富永秀夫∥画 教育画劇 1982.9
からだぽっかぽかおうえんだん 教育画劇のかみしばい 尾崎曜子∥作/画 教育画劇 2004.9
ガリバー旅行記 こびとの国の巻 世界名作童話紙芝居全集 第1集 スウィフト∥作 吉野弘子∥文 輪島清隆∥画 教育画劇 1986.7
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
かるがもキュウちゃん 年少向けおひさまこんにちは わしおとしこ∥脚本 鈴木幸枝∥絵 童心社 2008.7
カレーライスだいさくせん! 教育画劇のかみしばい 本田カヨ子∥作 藤本四郎∥画 教育画劇 1992.4
ガロごめんね たんぽぽシリーズ 谷大次郎∥作 矢野洋子∥画 教育画劇 1982.0
かわいいみんなのコロスケ 教育画劇のかみしばい 手島悠介∥作 鈴木幸枝∥画 教育画劇 1992.4
かわいそうなぞう 童心社のかみしばい 土家由岐雄∥脚本 久保雅勇∥画 童心社 1997.4
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かわるよかわるよ 教育画劇のかみしばい 小林桂子∥作/絵 教育画劇 2011.1
関東大しんさい 地震火災安全紙芝居 石川光男∥作 輪島清隆∥画 教育画劇 1985.12
がんばれアリのクロちゃん 童心社のかみしばい 矢野亮∥脚本 近藤周平∥画 童心社 1999.7
がんばれウンチくん 教育画劇のかみしばい はたよしこ∥作画 教育画劇 2004.9
がんばれしょうぼうしゃ 地震火災安全紙芝居 森田健∥作 野々口重∥画 教育画劇 1985.12
がんばれ!まいごのたっくん 迷子 教育画劇のかみしばい 手島悠介∥作 今井弓子∥画 教育画劇 1996.8
きたかぜとおんなのこ ともだちだいすき 井上よう子∥脚本 菊池恭子∥絵 童心社 2006.11
きたかぜのくれたテーブルかけ ノルウェーのお話より 童心社のかみしばい 川崎大治∥脚本 桜井誠∥画 童心社 1998.6
キッキきをつけてだいどころ 教育画劇のかみしばい 西野沙織∥作/絵 教育画劇 2012.5
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
きつねとくま 名作民話おはなし広場 6集5話 東竜男∥脚色 若菜珪∥画 NHKサービスセンター 1984.6
きつねとごんろく 童心社のかみしばい 馬場のぼる∥作 童心社 1998.6
きつねとたんぽぽ 名作民話おはなし広場 2集7話 松谷みよ子∥原作 水谷章三∥脚色 山中冬児∥画 NHKサービスセンター 1984.6
きつねのクリーニングやとまほうのマント まほうのくに へんてこなくにのおはなし 三田村信行∥作 黒岩明人∥画 教育画劇 1984.9
きつねのまくら ともだちだいすき やすいすえこ∥脚本 福田岩緒∥絵 童心社 2012.9
きのこのばけもの 教育画劇のかみしばい 大塚健太∥文 くさかみなこ∥絵 教育画劇 2014.5
きゅうきゅうしゃのきゅうちゃん ゴーゴー!のりものかみしばい 新沢としひこ∥脚本 古内ヨシ∥絵 童心社 2010.8
ぎゅうっとだっこ 教育画劇のかみしばい いそみゆき∥作/画 教育画劇 2001.1
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
きょうりゅうがでたりきえたり ユーモアひろば 第2集 うすい・しゅん∥作/画 教育画劇 1988.2
キリンのながこさん 童心社のかみしばい わしおとしこ∥脚本 藤本四郎∥画 童心社 1999.12
きんいろのおくりもの 教育画劇のかみしばい 植垣歩子∥作/絵 教育画劇 2006.1
きんたまのはなし ちんちんかみしばいシリーズ 第1期 東市子∥脚本 緒方亮子∥脚本 相野谷由起∥画 リブリオ出版 2001.2
きんのだんご 教育画劇のかみしばい 浅沼とおる∥作/画 教育画劇 2003.9
きんぴらたろう 教育画劇のかみしばい 仲倉眉子∥作 ひらのてつお∥画 教育画劇 1998.5
くいしんぼうおばけ 教育画劇のかみしばい なかむらとおる∥作 いけだたづこ∥画 教育画劇 1998.1
くいしんぼうのありさん 教育画劇のかみしばい ケロポンズ∥作/絵 教育画劇 2004.1
くいしんぼうのいっすんぼうし 紙芝居へんてこ日本むかしばなし 本田カヨ子∥作 藤本四郎∥画 教育画劇 1995.5
くいしんぼうのおしょうさん 教育画劇のかみしばい 鬼塚りつ子∥文 藤本四郎∥画 教育画劇 1995.7
くいしんぼのロボットちびろぼくん ロボットのくに へんてこなくにのおはなし 平井貴子∥作/画 教育画劇 1984.9
くじらクン 2・3歳児向 教育画劇のかみしばい 古川タク∥作/画 教育画劇 2009.3
くじらのおれいまいり 教育画劇のかみしばい 深山さくら∥文 石川えりこ∥絵 教育画劇 2012.1
くじらやま ともだちだいすき 多屋光孫∥脚本・絵 童心社 2012.1
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
くーすけのこいのぼり こどもの日 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
くちのあかないカバヒポポくん かみしばいバラエティセット わしおとしこ∥脚本 田畑精一∥絵 童心社 1984.5
クックおかしのくにのだいぼうけん こうつうあんぜんかみしばい 内閣府政策統括官(共生社会政策担当)∥監修 全日本交通安全協会 2009.4
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クック・ドゥードゥルドゥーのおかいもの こうつうあんぜんかみしばい 内閣府政策統括官(共生社会政策担当)∥監修 全日本交通安全協会 2005.4
クックとおねえちゃんのおつかい こうつうあんぜんかみしばい 内閣府政策統括官(共生社会政策担当)∥監修 全日本交通安全協会 2008.4
くつしたげきじょうはじまりはじまり 教育画劇のかみしばい 相沢るつ子∥作/画 教育画劇 1992.4
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
くねくねゆらゆら 年少向けおひさまこんにちは ひろかわさえこ∥脚本・絵 童心社 2007.7
くまくんのあさごはんとうばん 保健衛生かみしばいまいにちげんき! やすいすえこ∥脚本 中谷靖彦∥絵 童心社 2013.11
くまさんのあたらしいカーテン 2・3歳児向 教育画劇のかみしばい 末崎茂樹∥作/画 教育画劇 2009.3
くもくももくもく ともだちだいすき 堀川真∥脚本・絵 童心社 2013.6
クモヨばあさんのすばらしいす ともだちだいすき 松居スーザン∥脚本 市居みか∥絵 童心社 2013.10
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
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
ぐるぐるおなかのあまたろう 教育画劇のかみしばい しばはら・ち∥作/絵 教育画劇 2004.5
くるまだいすき 教育画劇のかみしばい いのうえ栄∥作/画 教育画劇 2002.1
くれよんさんのけんか 大きく広がる大型紙しばい 第2集 八木田宜子∥脚本 田畑精一∥絵 童心社 2003.5
くれよんさんのけんか 童心社のベスト紙芝居 第7集 八木田宜子∥作 田畑精一∥画 童心社 1991.1
くろねこのしろいはな 教育画劇のかみしばい わしおとしこ∥文 藤本四郎∥絵 教育画劇 2009.1
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
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
くわず女房 民話かみしばい傑作選 松谷みよ子∥脚本 長野ヒデ子∥画 童心社 1998.8
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
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
ケーキだほいほい かみしばいバラエティセット 堀尾青史∥脚本 久保雅勇∥画 童心社 1974.5
げたにばける 教育画劇のかみしばい 新美南吉∥作 わしおとしこ∥脚色 中沢正人∥画 教育画劇 2003.9
けちくらべ 教育画劇のかみしばい 小野和子∥文 大和田美鈴∥画 教育画劇 1997.4
けむりがでているよ 防災紙芝居 童心社のかみしばい わしおとしこ∥脚本 多田ヒロシ∥画 童心社 1992.9
けむりがモクモク 地震による火災発生 教育画劇のかみしばい 田沢梨枝子∥作/画 教育画劇 1995.8
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
げんきにハイハイ 教育画劇のかみしばい はたよしこ∥作/画 教育画劇 1999.1
ゲンさんのてんのぼり 教育画劇のかみしばい 菊池俊∥文 塩田守男∥画 教育画劇 1995.7
ごあいさつできた 教育画劇のかみしばい 山本まつ子∥作&画 教育画劇 1998.11
コアラのこーちゃん 教育画劇のかみしばい かとうようこ∥作/絵 教育画劇 2005.9
こいのおんがえし 名作民話おはなし広場 4集3話 水谷章三∥脚色 黒谷太郎∥画 NHKサービスセンター 1984.6
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
こがねのおの 名作民話おはなし広場 6集2話 たなべまもる∥脚色 太田大八∥画 NHKサービスセンター 1984.6
ごきげんのわるいコックさん とびだすせかい まついのりこ∥脚本・画 ひょうしぎ∥脚本・画 童心社 1986.11
ごきげんのわるいコックさん 大きく広がる大型紙しばい 第5集 まついのりこ∥脚本・絵 童心社 2011.12
こぎつねコンチといちご こぎつねコンチシリーズ 中川李枝子∥脚本 二俣英五郎∥絵 童心社 2001.4
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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
こぎつねまちへいく 教育画劇のかみしばい 仲倉眉子∥作/画 教育画劇 1997.6
こぐまのポグちゃん 年少向けおひさまこんにちは いしいつとむ∥脚本・絵 童心社 2009.3
ここほれガッチャ ゴーゴー!のりものかみしばい ミノオカ・リョウスケ∥脚本・絵 童心社 2010.8
子ざるのかげぼうし 教育画劇のかみしばい

浜田ひろすけ∥作 なかむらしんいちろう∥絵 浜田留美∥監修
教育画劇 2007.1

五色のしか 童心社のかみしばい 鈴木徹∥脚本・画 童心社 2000.2
コスモスあげる ともだちだいすき あまんきみこ∥脚本 梅田俊作∥絵 童心社 2010.9
子そだてゆうれい 民話かみしばい傑作選 桜井信夫∥脚本 須々木博∥絵 童心社 1991.5
小太郎のばけものたいじ ともだちだいすき

岡野和と麻績小学校の子どもたち∥原作 桐澤久美∥脚本 岡野和∥絵

童心社 2008.11
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
コチョウガイ ともだちだいすき 立原えりか∥脚本 松成真理子∥絵 童心社 2014.2
ごっくん!なにをのもうかな 教育画劇のかみしばい 藤巻吏絵∥作 佐藤繁∥絵 教育画劇 2013.1
こっぷくんとすぷーんぼうや 教育画劇のかみしばい うめだゆみ∥絵 教育画劇 2011.1
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
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
こねこのしろちゃん 大きく広がる大型紙しばい 第4集 堀尾青史∥脚本 和歌山静子∥絵 童心社 2007.5
この虫なんだろう? かみしばいようこそ図書館へ 山崎哲男∥脚本 藤本四郎∥画 童心社 1996.4
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
こぶたのころちゃん かわいい八つのおはなし 内山安二∥作画 教育画劇 1986.11
こぶたのブーフ、ききいっぱつ! 教育画劇のかみしばい よだくみこ∥文 おざきしんご∥画 教育画劇 2004.5
こぶたのまーち 童心社のベスト紙芝居 第4集 村山桂子∥脚本 堀内誠一∥画 童心社 1987.2
こぶとりじいさん 童心社のかみしばい 松尾敦子∥脚本 和歌山静子∥画 童心社 1999.11
ゴミしゅうしゅうしゃのシュシュ ゴーゴー!のりものかみしばい 宮崎秀人∥脚本・絵 童心社 2010.8
こめだしえびすさま 教育画劇のかみしばい 新井悦子∥文 いわぶちさちこ∥絵 教育画劇 2013.9
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
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
これなんだろう 創作童話 かみしばい 第6集 森 比左志∥文  尾崎 真吾∥画 NHKソフトウェア 1996
ころころころくるりん! 教育画劇のかみしばい 長野ヒデ子∥脚本・絵 教育画劇 2013.1
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
コロとボール 交通安全紙芝居 新版 香山美子∥作 西村達馬∥画 教育画劇 1985.5
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
コロンブス 紙芝居・伝記シリーズ 石川光男∥脚色 輪島清隆∥画 教育画劇 1986.6
こわかったおかいもの 外出先(デパート)での地震 教育画劇のかみしばい 宗方あゆむ∥作 藤本四郎∥画 教育画劇 1995.8
コンキチのゆびきりげんまん 水の事故防止 教育画劇のかみしばい 本田カヨ子∥作 岡村好文∥画 教育画劇 1996.8
コンコンのかさ たんぽぽシリーズ 篠塚かをり∥作 福島のり子∥脚本 鈴木幸枝∥画 教育画劇 1982.0
金色夜叉 はじめてみよう老人ケアに紙芝居 尾崎紅葉∥原作 サワジロウ∥脚本・絵 雲母書房 2012.4
ごん助じいさまとえんま大王 教育画劇のかみしばい わしおとしこ∥文 伊野孝行∥絵 教育画劇 2014.5
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コンちゃんのおかしな一日 創作童話 かみしばい 第6集 森 比左志∥文 むかい ながまさ∥画 NHKソフトウェア 1996
コンちゃんのかぜようじん かぜの予防 教育画劇のかみしばい 大久保宏昭∥作・画 教育画劇 1996.10
コンとポンとあかちゃん 童心社のかみしばい 松谷みよ子∥脚本 福田岩緒∥画 童心社 1999.4
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
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
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
こんにちはとしょかん かみしばいようこそ図書館へ 依田逸夫∥脚本 やべみつのり∥画 童心社 1996.4
さぎとり 紙芝居おおわらい落語劇場 桂文我∥脚本 国松エリカ∥絵 童心社 2004.3
さくらさんけやきさん 童心社のかみしばい 中村ルミ子∥脚本 鈴木幸枝∥画 童心社 2000.3
さっさっさっちゃん ユーモアひろば 第2集 田沢梨枝子∥作 末崎茂樹∥画 教育画劇 1987.11
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
さとり 童心社のかみしばい 岡田ゆたか∥脚本・画 童心社 1996.5
さむいときにはね 教育画劇のかみしばい 伊東美貴∥作・画 教育画劇 1996.1
さめにのまれたゲンナさん 教育画劇のかみしばい やすいすえこ∥文 はたよしこ∥画 教育画劇 2002.5
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
さらやしきのおきく 紙芝居おおわらい落語劇場 桂文我∥脚本 久住卓也∥絵 童心社 2004.3
さるかにがっせん むかしばなし 第1集 長崎源之助∥文 若菜珪∥画 教育画劇 1985.6
サルカニまごがっせん 紙芝居へんてこ日本むかしばなし 菊池俊∥作 山口みねやす∥画 教育画劇 1995.5
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
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
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
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
三人きょうだい 教育画劇のかみしばい 菊池寛∥作 矢崎節夫∥脚色 大野隆司∥画 教育画劇 2003.9
三びきのこぶた イギリス民話 童心社のかみしばい 川崎大治∥脚本 福田岩緒∥画 童心社 1996.12
サンポじいさんのいし ともだちだいすき さえぐさひろこ∥脚本 降矢洋子∥絵 童心社 2014.1
三まいのおふだ 名作民話おはなし広場 6集3話 長崎武昭∥脚色 杵淵やすお∥画 NHKサービスセンター 1984.6
しあわせいろのカメレオン 年少向けおひさまこんにちは ペッポ・ビアンケッシ∥脚本/絵 野坂悦子∥訳 童心社 2003.3
幸せさがし 寂聴おはなし紙芝居 瀬戸内寂聴∥文 はたこうしろう∥絵 講談社 2007.11
しあわせなおうじ 名作民話おはなし広場 4集6話 オスカー・ワイルド∥原作 たなべまもる∥脚色 津田櫓冬∥画 NHKサービスセンター 1984.6
しあわせなきこり トルコのおはなし 世界のユーモア民話 岡信子∥脚色 岡村好文∥画 教育画劇 1994.5
じごくけんぶつ 日本民話かみしばい選 水谷章三∥脚本 藤田勝治∥画 松谷みよ子∥監修 童心社 1984.9
しじゅうからツツピー 紙芝居小学生の道徳1年 椎野利一∥作・画 教育画劇 1996.4
じしんがきたときどうするの 地震 教育画劇のかみしばい タカタカヲリ∥作/絵 教育画劇 2011.8
じしんがきたら… 防災紙芝居 童心社のかみしばい 山下文男∥脚本・解説 伊東章夫∥画 童心社 1992.9
じしんなんかにまけないぞ! 地震に備えて 教育画劇のかみしばい 山本省三∥作/画 教育画劇 1995.8
じしんのあった日よう日 地震火災安全紙芝居 木暮正夫∥作 西村達馬∥画 教育画劇 1985.12
しずんだたんぼ 名作民話おはなし広場 4集2話 片岡輝∥脚色 赤坂義山∥画 NHKサービスセンター 1984.6
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したきりすずめ むかしばなし 第1集 安田浩∥文 輪島みなみ∥画 教育画劇 1985.6
したきりすずめ 大きく広がる大型紙しばい 第2集 松谷みよ子∥脚本 堀内誠一∥絵 童心社 2003.5
七どぎつね 紙芝居おおわらい落語劇場 桂文我∥脚本 渡辺有一∥絵 童心社 2004.3
しまうまのしまりん 教育画劇のかみしばい きたがわめぐみ∥文/絵 教育画劇 2005.9
じゃがいもコロコロ 教育画劇のかみしばい くすみまさゆき∥作/画 教育画劇 2006.1
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
ジャックとまめのき イギリス民話 童心社のかみしばい 堀尾青史∥脚本 かみやしん∥画 童心社 1996.12
ジャックと豆の木 イギリス民話 世界名作童話紙芝居全集 第1集 角田光男∥文 石川雅也∥画 教育画劇 1986.7
ジャングル大帝 1 童心社のかみしばい 手塚治虫∥原作 手塚プロダクション∥脚本・画 童心社 1999.5
ジャングル大帝 2 童心社のかみしばい 手塚治虫∥原作 手塚プロダクション∥脚本・画 童心社 1999.6
ジャングル大帝 3 童心社のかみしばい 手塚治虫∥原作 手塚プロダクション∥脚本・画 童心社 1999.7
ジュースちょうだい 教育画劇のかみしばい 木曽秀夫∥作/画 教育画劇 2004.4
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
しゅっぱーつ! ゴーゴー!のりものかみしばい 山本祐司∥脚本・絵 童心社 2010.8
じゅもんはとんとんまるまる 教育画劇のかみしばい 浅沼とおる∥作/画 教育画劇 1997.11
ジュンペイのウンチ 教育画劇のかみしばい 清水道尾∥作 宮崎耕平∥画 教育画劇 1998.5
しょいくらべ はじめてみよう老人ケアに紙芝居 みんなの家∥脚本・絵 奥田真美∥脚本・絵 雲母書房 2009.4
障害をのりこえて 1 紙芝居 汐文社 2001.12
障害をのりこえて 2 紙芝居 汐文社 2001.12
障害をのりこえて 3 紙芝居 汐文社 2001.12
しょうじきこぞうさん 教育画劇のかみしばい 松岡節∥文 毛利将範∥画 教育画劇 2002.5
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
しらないひとにきをつけて 防犯紙芝居 教育画劇のかみしばい にへいたもつ∥作 川端理絵∥絵 教育画劇 2007.5
しらゆきひめ 童心社のかみしばい グリム∥原作 グリム∥原作 八木田宜子∥脚本 童心社 1996.12
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
しりとりハイキング 教育画劇のかみしばい 椎野利一∥作/画 教育画劇 1994.5
しりなりべら 日本民話かみしばい選 渋谷勲∥脚本 福田庄助∥画 松谷みよ子∥監修 童心社 1984.9
しりやのめいじん 日本民話かみしばい選 望月新三郎∥脚本 金沢佑光∥画 松谷みよ子∥監修 童心社 1984.9
じろうまるのはなし 教育画劇のかみしばい まつむらまさこ∥文/絵 教育画劇 2012.1
しんかんせんははやい 中川ひろたかシリーズ 中川ひろたか∥脚本 和歌山静子∥絵 童心社 1998.4
しんくんとモーリー 教育画劇のかみしばい 新井洋行∥作/絵 教育画劇 2009.9
シンデレラひめ 名作民話おはなし広場 3集6話 シャルル・ペロー∥原作 松岡励子∥脚色 前田松男∥画 NHKサービスセンター 1984.6
スイッチにんじゃ 教育画劇のかみしばい 苅田澄子∥作 つがねちかこ∥絵 教育画劇 2009.9
スクラップになるのはいや!! 交通安全紙芝居 新版 佐竹弘子∥作 山田哲也∥画 教育画劇 1985.5
ずっといっしょだよ ともだちだいすき 宮崎二美枝∥脚本 鈴木幸枝∥絵 童心社 2002.1
すてきなおままごと 教育画劇のかみしばい 寮美千子∥作 冬野いちこ∥画 教育画劇 1996.1
すてきなしっぽがほしいなあ 教育画劇のかみしばい 尾崎曜子∥作/画 教育画劇 1995.1
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ステゴのあかちゃんザウルス 教育画劇のかみしばい 福岡昭二∥作/絵 教育画劇 2008.5
すてないで! 教育画劇のかみしばい わしおとしこ∥作 福田岩緒∥絵 教育画劇 2009.9
スーパーベイビーベジ太くん 教育画劇のかみしばい はたよしこ∥作/画 教育画劇 1994.11
スプーンであーん! 教育画劇のかみしばい 冬野いちこ∥作/画 教育画劇 2002.1
スプーンとフォークつかえるよ 教育画劇のかみしばい にへいたもつ∥さく 笹沼香∥え 教育画劇 2013.1
するするおかあさん 教育画劇のかみしばい 山本省三∥作/画 教育画劇 2004.4
せいぎのみかたよだれマン 教育画劇のかみしばい 岡信子∥作 山口みねやす∥画 鈴木洋∥監修 教育画劇 2001.9
せかい一大きなケーキ 童心社のかみしばい 古田足日∥作 田畑精一∥画 童心社 2000.5
せかいいちぴったりのおうち ともだちだいすき やすいすえこ∥脚本 篠崎三朗∥絵 童心社 2009.3
せつぶんってなに? ともだちだいすき しらかたみお∥脚本・絵 童心社 2008.2
せみとくまのこ 童心社のかみしばい 鶴見正夫∥作 いわむらかずお∥画 童心社 2000.5
仙人のおくりもの ともだちだいすき 渡辺享子∥脚本・絵 童心社 2008.8
ゾウさんのおしごとなーに? 教育画劇のかみしばい 中谷靖彦∥作/絵 教育画劇 2005.9
ぞうさんのすべりだい かわいい八つのおはなし 早野洋子∥作 いもとようこ∥画 教育画劇 1986.11
ぞうちゃんのおかし 教育画劇のかみしばい 武鹿悦子∥作 土田義晴∥画 教育画劇 2001.1
ゾウとネズミ ともだちだいすき

イチンノロブ・ガンバートル∥脚本 バーサンスレン・ボロルマー∥絵 津田紀子∥訳

童心社 2013.8
ゾウのはなはなぜながい イギリス昔話 名作民話おはなし広場 2集5話 片岡輝∥脚色 和歌山静子∥画 NHKサービスセンター 1984.6
ぞうりはどこへ 教育画劇のかみしばい 多田ヒロシ∥文/画 教育画劇 2003.9
そらからおりてきたごちそう 教育画劇のかみしばい 新井悦子∥文 岡村志満子∥絵 教育画劇 2014.5
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
そりのうえのちいさいおうち 童心社のかみしばい 古山広子∥脚本 中村有希∥画 童心社 1999.12
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
それゆけパトカー のりものだいすき 神戸淳吉∥作 椎野利一∥画 教育画劇 1986.1
そんごくうだいかつやく 童心社のかみしばい 呉承恩∥原作 川崎大治∥脚本 藤本四郎∥画 童心社 1996.12
だぁれがだぁれがくるのかな 教育画劇のかみしばい 武鹿悦子∥作 黒岩章人∥画 教育画劇 1995.1
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
だいくとねこ 教育画劇のかみしばい 新井悦子∥文 堀川波∥絵 教育画劇 2012.1
たいこをドン 童心社のかみしばい 八木田宜子∥脚本 大野隆司∥画 童心社 1999.9
だいちゃんのおかしなひなんくんれん 防災紙芝居 童心社のかみしばい 宮崎二美枝∥脚本 尾崎曜子∥画 童心社 1992.9
たいふうがきた! 台風 教育画劇のかみしばい 山本省三∥作・絵 教育画劇 2011.8
台風がきたぞ 大型紙しばい防災シリーズ 台風 千世繭子∥脚本 久住卓也∥絵 童心社 2005.6
台風がきたぞ いのちを守る防災かみしばいじしん・つなみ・たいふう 千世繭子∥脚本 久住卓也∥絵 童心社 2011.6
たいふうがくるぞ 台風にそなえる 教育画劇のかみしばい 菊池俊∥作 宮崎耕平∥画 教育画劇 1996.8
たいへんなわすれもの ユーモアひろば 第2集 三田村信行∥作 黒岩章人∥画 教育画劇 1987.5
たうえにいったよ ともだちだいすき よこみちけいこ∥脚本・絵 童心社 2010.6
たかいたかい 教育画劇のかみしばい 浅沼とおる∥作/画 教育画劇 1999.8
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
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たからのげた 名作民話おはなし広場 1集4話 石山透∥脚色 福田岩緒∥画 NHKサービスセンター 1984.6
たからのひょうたん 童心社のかみしばい 水谷章三∥脚本 篠崎三朗∥画 童心社 2000.1
たきびかいじゅうきえとくれ! たき火の注意 教育画劇のかみしばい 高木あきこ∥作 岡本美子∥画 教育画劇 1997.1
たけくんどこの子? 教育画劇のかみしばい 岡信子∥作 西村達馬∥画 教育画劇 1992.4
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
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
たなばたのおはなし ともだちだいすき 北田伸∥脚本 降矢洋子∥絵 童心社 2008.7
たなばたのこねこ ともだちだいすき 古山広子∥脚本 長谷川知子∥絵 童心社 2007.7
たぬきのぽんたげんきでやれよう 教育画劇のかみしばい 今関信子∥作 西村達馬∥画 教育画劇 1994.5
たのしいおしょうがつ あたらしい行事紙芝居 第3集 高木あきこ∥作 勝又進∥画 教育画劇 1982.9
たべたいなたべたいな 教育画劇のかみしばい いのうえ栄∥作/画 教育画劇 1999.1
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
たべものランドのおまつりだ! 教育画劇のかみしばい 宗方あゆむ∥作 毛利将範∥画 教育画劇 1998.5
たべられたやまんば 大きく広がる大型紙しばい 第1集 松谷みよ子∥脚本 二俣英五郎∥絵 童心社 2002.9
たべられたやまんば 民話かみしばい傑作選 松谷みよ子∥脚本 二俣英五郎∥絵 童心社 1970.10
たべられないよアレルギー 保健衛生かみしばいまいにちげんき! 井嶋敦子∥脚本 鈴木幸枝∥絵 童心社 2013.11
だましりとり 教育画劇のかみしばい きむらゆういち∥作 おくやまひでとし∥絵 教育画劇 2009.5
だれがあそびにきたのかな 教育画劇のかみしばい 矢崎節夫∥作 津田直美∥画 教育画劇 1996.1
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
だんごとだいふくなにからできてるの? 教育画劇のかみしばい 平田昌広∥作 稲月ちほ∥絵 教育画劇 2006.1
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
タンタンテンテンいっしょにごあいさつ 教育画劇のかみしばい よだくみこ∥作 伊東美貴∥絵 教育画劇 2004.1
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
たんぽぽえんにはうさぎが二ひき たんぽぽシリーズ いしばししずこ∥作 峰村亮而∥画 教育画劇 1982.0
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
ちいさなきかんしゃ かみしばいバラエティセット 池田善朗∥作 津田光郎∥画 童心社 1972.2
ちからおんな 童心社のかみしばい 酒井公子∥脚本・画 童心社 2000.2
ちからたろう 民話かみしばい傑作選 川崎大治∥脚本 滝平二郎∥画 童心社 1997.12
ちぎってトントンいただきます ともだちだいすき 田村忠夫∥脚本 木村法子∥絵 童心社 2009.10
父のかお母のかお 高齢者向け紙芝居 ときわひろみ∥脚本 渡辺享子∥絵 雲母書房 2010.7
チーちゃんはかくのがすき かわいい八つのおはなし 高橋太代∥作 和歌山静子∥画 教育画劇 1987.2
ちびっこドラキュラ町へいく ドラキュラ 教育画劇のかみしばい 木暮正夫∥作 むかいながまさ∥絵 教育画劇 1991.11
ちびっこにんじゃにんまるじゃんまる 迷路や暗号 教育画劇のかみしばい 山本省三∥作/画 教育画劇 1997.11
ちゃんとちゃんとでおいしいね 教育画劇のかみしばい おおきひろみ∥作・絵 教育画劇 2013.1
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
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
ちゅーとちょーのくだものさがし 教育画劇のかみしばい ミスミヨシコ∥作/絵 教育画劇 2012.9
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チューリップこうえんへあつまれ! 教育画劇のかみしばい いしばししずこ∥作 高橋透∥画 教育画劇 1992.4
チューリップさんありがとう 教育画劇のかみしばい 奥田怜子∥作&画 教育画劇 1998.11
ちょうちんおばけ かみしばいひゅ～どろどろおばけセット やえがしなおこ∥脚本 市居みか∥絵 童心社 2012.7
ちょうふく山のやまんば たんぽぽシリーズ 花井巴意∥文 井上あきむ∥画 教育画劇 1982.0
ちょうふくやまのやまんば 名作民話おはなし広場 1集3話 能勢紘也∥脚色 村上豊∥画 NHKサービスセンター 1984.6
ちらかしおばあさん 童心社のかみしばい ときわひろみ∥脚本 多田ヒロシ∥画 童心社 1999.6
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
ちんちろりんおばけ 教育画劇のかみしばい 新井悦子∥文 モカ子∥絵 教育画劇 2014.5
ちんちんのはなし ちんちんかみしばいシリーズ 第1期 東市子∥脚本 緒方亮子∥脚本 相野谷由起∥画 リブリオ出版 2001.2
つきがきえたはなし ウクライナ民話 名作民話おはなし広場 5集6話 伊藤海彦∥脚色 山下勇三∥画 NHKサービスセンター 1984.6
月のうさぎ 寂聴おはなし紙芝居 瀬戸内寂聴∥文 岡村好文∥絵 講談社 2007.11
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
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
つぼがトコトコ 教育画劇のかみしばい 東川洋子∥文 小林ゆき子∥絵 教育画劇 2009.1
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
つるとかめ 名作民話おはなし広場 5集4話 たなべまもる∥脚色 寺門保夫∥画 NHKサービスセンター 1984.6
でいだらぼっち 童心社のかみしばい 津谷タズ子∥脚本 伊藤秀男∥画 童心社 1996.5
でいらんぼう 名作民話おはなし広場 2集1話 伊藤海彦∥脚色 福田庄助∥画 NHKサービスセンター 1984.6
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
できるかな?かじのひなんくんれん 火事の避難訓練 教育画劇のかみしばい 新井洋行∥作/絵 二瓶保∥監修 教育画劇 2011.8
できるかな?じしんのひなんくんれん 地震の避難訓練 教育画劇のかみしばい 新井洋行∥作・絵 二瓶保∥監修 教育画劇 2011.8
てであそぼ 教育画劇のかみしばい 床屋かなぶん∥作・絵 教育画劇 2010.1
ててて 年少向けおひさまこんにちは まど・みちお∥脚本 片山健∥絵 童心社 2006.12
てぶくろをかいに ほのぼの新美南吉ランド 新美南吉∥原作 堀尾青史∥脚本 二俣英五郎∥画 童心社 1994.5
テーマのきめかた 調べ学習紙芝居 シリーズ 2 赤木 かん子 ∥文 きしら まゆこ ∥絵 埼玉福祉会商品事業部 2011.3
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
てるてるてんきになあれ てるてるぼうずのはじまり 教育画劇のかみしばい 岡信子∥作 西村達馬∥画 教育画劇 1991.5
てんからおだんご かみしばいバラエティセット 高橋五山∥原作 堀尾青史∥脚本 金沢佑光∥画 童心社 1976.9
天からのおくりもの あたらしい民話でてこい 第1集 市川京子∥文 すずきはつお∥画 教育画劇 1991.2
てんぐのかくれみの かみしばいひゅ～どろどろおばけセット 常光徹∥脚本 長野ヒデ子∥絵 童心社 2012.7
てんぐのはうちわ あたらしい民話でてこい 第1集 角田光男∥文 工藤市郎∥画 教育画劇 1991.2
でんしゃにちゅうい 交通安全紙芝居 新版 石川光男∥作 野々口重∥画 教育画劇 1985.4
でんちゃんとマークでゴー! 駅でみるマーク 教育画劇のかみしばい 宮本えつよし∥作/画 教育画劇 2000.1
てんとうむしのテム 童心社のかみしばい 得田之久∥脚本・画 童心社 1998.6
天人のはごろも 童心社のかみしばい 堀尾青史∥脚本 丸木俊∥画 童心社 1998.6
てんにんのよめさま 名作民話おはなし広場 6集1話 松岡励子∥脚色 坂本玄∥画 NHKサービスセンター 1984.6
てんまであがれ たこあげのはじまり 教育画劇のかみしばい 宗方あゆむ∥作 勝又進∥画 教育画劇 1991.5
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てんまでのびたまめのき 名作民話おはなし広場 2集2話 能勢紘也∥脚色 高橋宏幸∥画 NHKサービスセンター 1984.6
峠の老い桜 高齢者向け紙芝居 北川鎭∥脚本・絵 雲母書房 2011.8
とうふこぞうとなっとうむすめ 教育画劇のかみしばい たごもりのりこ∥作/絵 教育画劇 2006.1
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
どうぶつたちもおもちつき たんぽぽシリーズ 安田浩∥作 楢喜八∥画 教育画劇 1982.0
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
とうめい人間になったドロボー とうめい人間 教育画劇のかみしばい 宇野克彦∥作 西村郁雄∥絵 教育画劇 1991.11
どきどきうんどうかい ともだちだいすき ねじめ正一∥脚本 長谷川知子∥絵 童心社 2005.6
どくのはいったかめ 教育画劇のかみしばい 多田ヒロシ∥文/画 教育画劇 1997.4
どこどこおへそ 教育画劇のかみしばい はしもとゆたか∥作・絵 教育画劇 2010.1
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
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
図書館へようこそ! 調べ学習紙芝居 シリーズ 1 赤木 かん子 ∥文 きしら まゆこ ∥絵 埼玉福祉会商品事業部 2011.3
どっきりさるくん 教育画劇のかみしばい ひまわり∥作・画 教育画劇 1996.1
となりのさくら ともだちだいすき 桂文我∥脚本 長野ヒデ子∥絵 童心社 2014.1
とばしっこ はじめてみよう老人ケアに紙芝居 ときわひろみ∥脚本 やべみつのり∥絵 雲母書房 2009.5
トビウオのぼうやはびょうきです 童心社のかみしばい いぬいとみこ∥作 津田櫓冬∥画 童心社 1996.3
とびだせ!ももたろう 紙芝居へんてこ日本むかしばなし やすいすえこ∥作 中沢正人∥画 教育画劇 1995.5
トプスはつよいおにいちゃん 教育画劇のかみしばい 福岡昭二∥文/絵 教育画劇 2008.5
とまがしま 紙芝居おおわらい落語劇場 桂文我∥脚本 田島征三∥絵 童心社 2004.3
とまって!キットンくん 教育画劇のかみしばい 垣内磯子∥作 三枝三七子∥絵 教育画劇 2007.5
ともだちだーれ? 英語版 ハロー!はじめての英語kamishibai 第2集 得田之久∥脚本 和歌山静子∥絵 童心社 2010.9
ドラキュラ 童心社のかみしばい 水谷章三∥脚本 宮本忠夫∥画 童心社 1997.5
トラよりつよいカエルくん 教育画劇のかみしばい 矢崎節夫∥文 すがわらけいこ∥絵 教育画劇 2009.1
とりかえっこ ともだちだいすき 有吉有巳子∥脚本 吉岡さやか∥絵 童心社 2013.12
とりのみじっちゃ とんとむかしがたり ゆかいな民話選 斎藤純∥脚本 宮本忠夫∥画 童心社 1995.9
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
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
ドロンコちゃんピカピカちゃん からだの清潔 教育画劇のかみしばい 尾崎曜子∥作・画 教育画劇 1996.10
ドロンちゃんぽわーん 教育画劇のかみしばい 塩田守男∥作/画 教育画劇 1998.1
どんぐりころころ かわいい八つのおはなし 鶴見正夫∥作 ながよしかよ∥画 教育画劇 1986.11
とんだとんだ!コウノトリ かみしばいぐんぐんのびのびいきるちから わかば キム・ファン∥脚本 後藤範行∥絵 童心社 2011.9
とんだ!とんだ!ひこうきがとんだ! ひこうきのはじまり 教育画劇のかみしばい 菊地正∥作 西村郁雄∥画 教育画劇 1991.5
とんとこもりのやくそく 教育画劇のかみしばい 浅沼とおる∥作/絵 教育画劇 2007.9
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
トンパプリリンおやすみなさい 教育画劇のかみしばい 山本和子∥作 津田直美∥画 教育画劇 1999.8
なあになあになあに 教育画劇のかみしばい 香山美子∥作 尾崎曜子∥画 教育画劇 1999.1
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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
ないたあかおに 名作民話おはなし広場 4集7話 浜田広介∥原作 立原えりか∥脚色 奈良坂智子∥画 NHKサービスセンター 1984.6
ないたあかおに 教育画劇のかみしばい 浜田ひろすけ∥作 野村たかあき∥絵 浜田留美∥監修 教育画劇 2007.1
ナイチンゲール 紙芝居・伝記シリーズ 福島のり子∥脚色 小谷野半二∥画 教育画劇 1986.6
ないて百にん力 教育画劇のかみしばい 東川洋子∥文 池田げんえい∥画 教育画劇 1997.4
ながぐつをはいたねこ 世界の名作 第2集 ペロー∥原作 上地ちづ子∥脚本 おぼまこと∥画 童心社 1992.5
ながぐつをはいたねこ フランス名作童話 世界名作童話紙芝居全集 第1集 ペロー∥作 安田浩∥文 野々口重∥画 教育画劇 2000.11
ながぐつながぐつ ともだちだいすき 内田麟太郎∥脚本 長谷川義史∥絵 童心社 2009.1
なかよしひゅるるん 教育画劇のかみしばい いそみゆき∥作/画 教育画劇 1998.1
なきむしあんちゃ ともだちだいすき やえがしなおこ∥脚本 伊藤秀男∥絵 童心社 2013.11
なきむしくん 教育画劇のかみしばい 宮本えつよし∥作/画 教育画劇 2004.5
なけばせんにんりき 名作民話おはなし広場 5集2話 水谷章三∥脚色 藤田勝治∥画 NHKサービスセンター 1984.6
なしとりきょうだい 日本民話より 日本のおばけ 東川洋子∥文 池田げんえい∥絵 教育画劇 1992.8
なすおばけ 教育画劇のかみしばい 新井悦子∥文 大野八生∥絵 教育画劇 2013.9
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
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
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
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
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
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
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
なぞなぞだいぼうけん なぞなぞだいすき このみひかる∥作 大竹豊∥画 教育画劇 1988.9
なぞなぞたんていニャンタロー なぞなぞだいすき このみひかる∥作 岩田くみ子∥画 教育画劇 1988.9
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
なぞなぞまおうをやっつけて! 教育画劇のかみしばい 大高ゆきお∥作 尾崎眞吾∥絵 教育画劇 2004.1
夏のおもてなし はじめてみよう老人ケアに紙芝居 菅野博子∥脚本・絵 雲母書房 2010.8
なっぱのおれい 教育画劇のかみしばい 亀澤裕也∥文/絵 教育画劇 2013.9
ななちゃんのたなばた 年少向けかみしばいたのしいね!きせつの行事 やすいすえこ∥脚本 うすいあきこ∥絵 童心社 2013.8
ナナちゃん、ヨッちゃん、おちついて! 屋外(住宅地)での地震 教育画劇のかみしばい 本田カヨ子∥作 田中秀幸∥画 教育画劇 1995.8
七つぼし 名作民話おはなし広場 2集6話 レフ・トルストイ∥原作 立原えりか∥脚色 篠崎三朗∥画 NHKサービスセンター 1984.6
ナナばあさんのまじょスープ ユーモアひろば 第2集 平井貴子∥作/画 教育画劇 1987.5
なにひっぱってるの 教育画劇のかみしばい 阿部恵∥作 チト・イトー∥画 教育画劇 1998.11
なまえをみてちょうだい ちいさなちいさなおはなし あまんきみこ∥原作 鈴木謙二∥脚色 山本まつ子∥画 教育画劇 1979.4
なんだったっけ? 教育画劇のかみしばい もなみなみこ∥作/絵 教育画劇 2012.9
なんでもなおすおいしゃさん 2版 とんちばなし 安田浩∥文 末崎茂樹∥画 教育画劇 1986.2
なんにもせんにん 大きく広がる大型紙しばい 第4集 巌谷小波∥原作 川崎大治∥脚本 さとうわきこ∥絵 童心社 2007.5
なんのにおいかな? ともだちだいすき 宮崎秀人∥脚本・絵 童心社 2012.3
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におうとどっこい あたらしい民話でてこい 第1集 泉さち子∥文 西村達馬∥画 教育画劇 1991.2
にこにこおへんじ 教育画劇のかみしばい 冬野いちこ∥作/画 教育画劇 1999.8
にこにこかわいい 教育画劇のかみしばい タナカヒデユキ∥作/画 教育画劇 2001.1
にじくまさん 年少向けおひさまこんにちは 武鹿悦子∥脚本 福田岩緒∥絵 童心社 2002.5
にじになったきつね 童心社のベスト紙芝居 第6集 川田百合子∥脚本 藤田勝治∥画 童心社 1989.9
ニセモノばんざい ともだちだいすき 寺村輝夫∥原作・脚本 和歌山静子∥絵 童心社 2014.5
にちようびの大ちゃん 紙芝居小学生の道徳2年 鶴見正夫∥作 西村達馬∥画 教育画劇 1996.4
にちようびのパンツ 名作民話おはなし広場 1集7話 筒井敬介∥原作 筒井敬介∥脚色 井上洋介∥画 NHKサービスセンター 1984.6
二度と 平和かみしばい 松井エイコ∥脚本・絵 童心社 2005.6
にゃあわんぶうぶう 教育画劇のかみしばい 武鹿悦子∥作 寺田繁∥画 教育画劇 1999.1
にゅうどうぼぼーん かみしばいひゅ～どろどろおばけセット 千世繭子∥脚本 伊藤秀男∥絵 童心社 2012.7
にんぎょのクーマラじいさん イギリス昔話 名作民話おはなし広場 3集5話 伊藤海彦∥脚色 宇野亜喜良∥画 NHKサービスセンター 1984.6
にんぎょひめ 世界名作童話紙芝居全集 第2集(アンデルセン編) アンデルセン∥原作 香山美子∥文 工藤市郎∥画 教育画劇 1999.4
にんじゃがやってきた! 教育画劇のかみしばい 今村幸介∥作 山口みねやす∥画 教育画劇 1997.11
にんじんにんじゃにんにんまる 教育画劇のかみしばい 山本省三∥作/画 教育画劇 1994.11
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
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
ぬまのぬしからのてがみ 童心社のかみしばい 望月新三郎∥脚本 田代三善∥画 童心社 1996.5
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
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
ねこのちゃわんで大さわぎ とんちばなし 教育画劇のかみしばい 宇野克彦∥作 中沢正人∥画 教育画劇 1997.11
ねずみきょう 日本民話かみしばい選 武士田忠∥脚本 渡辺有一∥画 松谷みよ子∥監修 童心社 1984.9
ねずみくんとかばくんのみずあそび 教育画劇のかみしばい 岡山真子∥作 宮野聡子∥絵 教育画劇 2012.5
ねずみちゃんのゆきだるま 教育画劇のかみしばい 仲川道子∥作/画 教育画劇 2004.4
ねずみちょうじゃ ゆかいな民話選 川崎大治∥脚本 久保雅勇∥画 童心社 1974.11
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
ねずみのほりもの きっちょむとんちばなし 教育画劇のかみしばい 鶴見正夫∥文 安井康二∥画 教育画劇 1996.7
ねずみのミーちゃんききいっぱつ 大型紙しばい安全教育シリーズ ちょっとまって、あぶないよ 上地ちづ子∥脚本 多田ヒロシ∥絵 童心社 2008.6
ねずみのよめいり あたらしい民話でてこい 第2集 福島のり子∥文 エム・ナマエ∥画 教育画劇 1990.7
ネッチュウショウにごようじん! 教育画劇のかみしばい こがしわかおり∥作/絵 教育画劇 2008.9
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
ねぼすけチュータくんとおじさん 消防士の仕事 教育画劇のかみしばい 宮西達也∥作/画 教育画劇 1997.1
ねんねねんね 教育画劇のかみしばい いそみゆき∥作/画 教育画劇 1999.8
のうさぎケンパ 教育画劇のかみしばい わしおとしこ∥作 秋草愛∥絵 教育画劇 2005.9
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
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
のはらでなわとび ともだちだいすき あまんきみこ∥脚本 松成真理子∥絵 童心社 2009.4
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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
のりものいっぱい 教育画劇のかみしばい こわせたまみ∥作 塩田守男∥画 教育画劇 1999.1
のりものおばけのパルくん 教育画劇のかみしばい 毛利綾∥作/画 教育画劇 1998.1
ばあちゃんのちゃいろいて ともだちだいすき よこみちけいこ∥脚本・絵 童心社 2008.3
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
はいしゃさんなんかへっちゃらだい はいしゃさんにいこう! 四季の行事シリーズ むしば 本田カヨ子∥作 中沢正人∥画 教育画劇 1993.5
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
ばいばいばいきんだいまおう 食中毒 教育画劇のかみしばい 浅沼とおる∥作・画 教育画劇 1996.10
ばかされギツネ 教育画劇のかみしばい 菊地ただし∥文 山口みねやす∥画 教育画劇 2002.5
はかばへいくむすめ 教育画劇のかみしばい にへいたもつ∥文 川端理絵∥絵 教育画劇 2008.1
ばけくらべ 名作民話おはなし広場 5集3話 石山透∥脚色 北島新平∥画 NHKサービスセンター 1984.6
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
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
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
ばけたらふうせん 名作民話おはなし広場 3集7話 三木卓∥原作 木戸陽子∥脚色 古川タク∥画 NHKサービスセンター 1984.6
ばけねこやま 教育画劇のかみしばい 山崎杉夫∥文/絵 教育画劇 2008.1
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
ばけばけ5(ファイブ) みんなそろってのまき ゆかいなおばけシリーズ 前川かずお∥作・画 童心社 1988.6
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
はしになっただいじゃどん 教育画劇のかみしばい こわせ・たまみ∥文 亀澤裕也∥絵 教育画劇 2012.1
はじめてのひなんくんれん 園での避難訓練 教育画劇のかみしばい 木暮正夫∥作 篠原良隆∥画 教育画劇 1995.8
はじめてひこうきにのったよ のりものだいすき 木暮正夫∥作 勝又進∥画 教育画劇 1986.1
はじめまして ともだちだいすき 内田麟太郎∥脚本 村上康成∥絵 童心社 2011.4
はしれ!チーターのこ、キキ かけっこ 教育画劇のかみしばい やすいすえこ∥作 間瀬なおかた∥画 教育画劇 1997.8
バスくんとのおやくそく 教育画劇のかみしばい 山本省三∥作 笹沼香∥絵 教育画劇 2012.5
バスくんよろしくね 教育画劇のかみしばい 高木あきこ∥作 山本省三∥画 教育画劇 1992.4
はだかのおうさま 童心社のかみしばい アンデルセン∥原作 川崎大治∥脚本 夏目尚吾∥画 童心社 1996.12
はだかの王さま 世界名作童話紙芝居全集 第2集(アンデルセン編) アンデルセン∥原作 安田浩∥文 清水祐幸∥画 教育画劇 1999.4
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
ハッハッハークション 教育画劇のかみしばい ときわひろみ∥作 ささきみお∥絵 教育画劇 2011.1
はっぱどりとんだ! 教育画劇のかみしばい 椎野利一∥作/画 教育画劇 1992.4
8ぽんあしのたこやまさん 年少向けおひさまこんにちは 若山甲介∥脚本・絵 童心社 2001.7
はないっぱいになあれ 松谷みよ子おはなし珠玉選 松谷みよ子∥脚本 長野ヒデ子∥絵 童心社 1998.4
はなくそテレビ 教育画劇のかみしばい 藤本ともひこ∥作/画 鈴木洋∥監修 教育画劇 2001.9
はなさかじじい むかしばなし 第1集 浜田広介∥文 黒崎義介∥画 教育画劇 1985.6
はなたれこぞうさま あたらしい民話でてこい 第2集 安田浩∥文 若菜珪∥画 教育画劇 1990.7
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
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はなのすきなおじいさん 中国のお話より 童心社のかみしばい 小林純一∥脚本 小谷野半二∥画 童心社 1998.6
はなはなどんなはな 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 2010.1
は、にげちゃった! はみがきしよう! 四季の行事シリーズ むしば 山本省三∥作/画 教育画劇 1993.5
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
はははおんがくたい 教育画劇のかみしばい おざきえみ∥作/絵 教育画劇 2010.1
パピンとサッカー こうつうあんぜんかみしばい 内閣府政策統括官(総合企画調整担当)∥監修 全日本交通安全協会 2004.4
パピンとチロルのさかなつり こうつうあんぜんかみしばい 内閣府政策統括官(総合企画調整担当)∥監修 全日本交通安全協会 2003.4
ハブラシ・ハハハ 教育画劇のかみしばい なかはらしゅういち∥さく 教育画劇 2002.1
ハムちゃんとあそぼっ! ハムスター 教育画劇のかみしばい 内山晟∥写真 宗方あゆむ∥文 教育画劇 2002.9
はらっぱでみつけたよ 教育画劇のかみしばい わしおとしこ∥作 あきくさあい∥絵 教育画劇 2006.9
はらぺこねこちゃん ともだちだいすき はせがわさとみ∥脚本・絵 童心社 2010.1
はらぺこぶうちゃんのワクワクピクニック 教育画劇のかみしばい クリハラヤスト∥作/絵 山田花菜∥作/絵 教育画劇 2005.1
はるだよおきて おひさまこんにちは年少向 千世繭子∥脚本 あべ弘士∥絵 童心社 2014.4
はるのかぜ おひさまこんにちは年少向 清水真裕∥脚本 梅田俊作∥絵 童心社 2014.3
パンダさんパンダさんなにしてるの? 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 2014.5
はんぶんこのひ 教育画劇のかみしばい 塩田守男∥作・絵 教育画劇 2007.9
パンやさんにおつかい ともだちだいすき 竹下文子∥脚本 市居みか∥絵 童心社 2012.11
ひかりの星 教育画劇のかみしばい 浜田ひろすけ∥作 大畑いくの∥絵 浜田留美∥脚色 教育画劇 2007.1
ひこうせんでそらのさんぽ ゴーゴー!のりものかみしばい 天沼春樹∥脚本 夏目尚吾∥絵 童心社 2010.8
ぴこたんのなぞなぞレストラン このみ ひかる∥作  筒井 和歌子∥画 教育画劇 1992
びっくりたまごはだれのもの? たまごの大きさ 教育画劇のかみしばい 中村美佐子∥作 毛利将範∥画 教育画劇 1997.8
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
ひっこし 中国の昔話より 教育画劇のかみしばい 夏目尚吾∥画&脚色 教育画劇 1998.11
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
ひっぱりぬまのかっぱ かみしばいひゅ～どろどろおばけセット 津田真一∥脚本 松成真理子∥絵 童心社 2012.7
ひとつおおきいしんちゃん ともだちだいすき 津田真一∥脚本 吉田尚令∥絵 童心社 2012.6
ひとりきりんのきりん 2・3歳児向 教育画劇のかみしばい 木曽秀夫∥作/画 教育画劇 2009.3
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
ひとりになっちゃ、だめですよ 教育画劇のかみしばい やまだみつこ∥作・絵 教育画劇 2012.5
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
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
ひもが一ぽん かわいい八つのおはなし 白浜杏子∥作 高瀬のぶえ∥画 教育画劇 1987.2
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
ひゃくものがたりとゆうれい 教育画劇のかみしばい 平田昌広∥文 末吉陽子∥絵 教育画劇 2008.1
百科事典の引きかた 調べ学習紙芝居 シリーズ 3 赤木 かん子 ∥文 きしら まゆこ ∥絵 埼玉福祉会商品事業部 2011.3
ぴょこたんのしゃぼんだまあいうえお なぞなぞだいすき このみひかる∥作 岩田くみ子∥画 教育画劇 1988.9
ぴょこたんのなぞなぞ1・2・3 このみ ひかる∥作  大竹 豊∥画 教育画劇 1992
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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
ひよこちゃん 英語版 ハロー!はじめての英語kamishibai チュコフスキー∥原作 小林純一∥脚本 二俣英五郎∥絵 童心社 2009.6
ひよこのぴぴい 教育画劇のかみしばい 鶴見正夫∥作 黒井健∥画 教育画劇 1998.10
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
ぴょんぴょんぼたもち 教育画劇のかみしばい 高木あきこ∥文 中沢正人∥画 教育画劇 1995.7
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
ひーらいたひーらいた 教育画劇のかみしばい こわせたまみ∥作 毛利将範∥画 教育画劇 1995.1
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 小春久一郎∥作 長島克夫∥画 教育画劇 1982.9
ひろし君がんばれ 地震火災安全紙芝居 福島のり子∥作 小谷野半二∥画 教育画劇 1985.12
ひろしとひまわり バリアフリーの紙しばい 西村由紀子∥原作 やべみつのり∥作 童心社 2001.3
ひろったラッパ 名作民話おはなし広場 6集7話 新美南吉∥原作 須藤出穂∥脚色 片山健∥画 NHKサービスセンター 1984.6
ふうちゃんのおつかい 教育画劇のかみしばい 久住卓也∥作/絵 教育画劇 2012.9
ふうちゃんのそり 童心社のかみしばい 神沢利子∥脚本 梅田俊作∥画 童心社 1998.6
フォークでぱっくん 教育画劇のかみしばい 尾崎曜子∥作画 教育画劇 2002.1
ふくろうの森はほんの森 かみしばいようこそ図書館へ 水野寿美子∥脚本 夏目尚吾∥画 童心社 1996.4
ふくはうちおにもうち 童心社のかみしばい 藤田勝治∥脚本・画 童心社 1998.6
ふくはうちおにはうち あたらしい民話でてこい 第1集 いしばししずこ∥作 石橋三宣∥画 教育画劇 1991.2
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
ふしぎなおとしもの 教育画劇のかみしばい 山本省三∥文・絵 教育画劇 2009.1
ふしぎなくるま ともだちだいすき まついのりこ∥脚本・絵 童心社 2000.4
ふしぎなくるま 教育画劇のかみしばい 古川タク∥作/画 教育画劇 1995.1
ふしぎなはこ ひこいちとんちばなし 教育画劇のかみしばい 関七美∥文 中村千尋∥画 教育画劇 1996.7
ふしぎなはな ともだちだいすき 藤田勝治∥脚本・絵 童心社 2009.8
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
ふたごのまるまるちゃん 教育画劇のかみしばい 犬飼由美恵∥脚本 やべみつのり∥絵 教育画劇 2009.5
ぶたのいつつご 童心社紙芝居傑作選 高橋五山∥作・はり絵 童心社 1995.4
ぶたのおかあさんはこどもがいっぱい 子だくさん 教育画劇のかみしばい 山本和子∥作 きよしげのぶゆき∥画 教育画劇 1997.8
ふたりはなかよし オウエンとムゼイ ともだちだいすき 池田まき子∥脚本 藤田勝治∥絵 童心社 2009.2
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
ふらふらふーちゃんおたすけメニュー! 教育画劇のかみしばい 宗方あゆむ∥作 森川百合香∥絵 教育画劇 2004.9
フランケンシュタイン 童心社のかみしばい 岩倉千春∥脚本 福田岩緒∥画 童心社 1997.5
ブランコみのむし 童心社のかみしばい 高家博成∥脚本 かみやしん∥画 童心社 1999.10
ぶーらんぶーらんたのしいね 教育画劇のかみしばい 山本省三∥作 笹沼香∥画 教育画劇 2001.1
ぷりぷりおしり 教育画劇のかみしばい 村田エミコ∥作・絵 教育画劇 2010.1
フルーツジュースやさん 教育画劇のかみしばい 村田エミコ∥作/絵 教育画劇 2012.9
ふるやのもり 童心社のベスト紙芝居 第6集 水谷章三∥脚本 金沢佑光∥画 童心社 1989.9
プルルのしっぱい 交通安全紙芝居 新版 安田浩∥作 岸田耕造∥画 教育画劇 1985.6
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ブルルンガタゴトいってきまーす 教育画劇のかみしばい 浅沼とおる∥作/絵 教育画劇 2005.1
ぶるるんぷっぷー 教育画劇のかみしばい にへいたもつ∥作 いのうえちひろ∥絵 教育画劇 2011.1
ぶるるんぶるた 水陸両用車 ゴーゴー!のりものかみしばい すとうあさえ∥脚本 久住卓也∥絵 童心社 2010.8
ブレーメンのおんがくたい 世界の名作 第2集 グリム∥原作 グリム∥原作 川崎大治∥脚本 童心社 1992.5
ぷわぷわのみ 教育画劇のかみしばい 中村美佐子∥作 田中秀幸∥画 教育画劇 1992.4
ふわふわふうせん 教育画劇のかみしばい 浅沼とおる∥作/画 教育画劇 2002.1
ぶんぶくちゃがま むかしばなし 第1集 筒井敬介∥文 前田松男∥画 教育画劇 1985.7
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∥作・画 教育画劇 1986.1
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
へちまばあさん バリアフリーの紙しばい 山口節子∥脚本 大和田美鈴∥絵 童心社 2001.3
へっこきよめ 教育画劇のかみしばい 香山美子∥文 川端誠∥画 教育画劇 1995.7
へっちゃらさーくんのおやつえんそく 食品衛生 教育画劇のかみしばい 相沢るつ子∥作・画 教育画劇 1996.10
ベーブ=ルース 紙芝居・伝記シリーズ 森田健∥脚色 中村まさあき∥画 教育画劇 1986.6
ベルがならない 防災紙芝居 童心社のかみしばい 都丸つや子∥脚本 久保雅勇∥画 童心社 1992.9
ヘレン・ケラー 紙芝居・伝記シリーズ 神戸淳吉∥脚色 輪島みなみ∥画 教育画劇 1986.6
ペロちゃんとぽんちゃんのばけばけライオン 教育画劇のかみしばい 仲川道子∥作/画 教育画劇 1998.1
ペンギンちゃんのかいすいよく 童心社のかみしばい 仲川道子∥脚本・画 童心社 1999.8
ペンギンのペンペン 教育画劇のかみしばい まるはま∥作/絵 教育画劇 2005.1
へんしんおでん 教育画劇のかみしばい 青山友美∥作/絵 教育画劇 2006.1
へんしんクックママ クックのこうつうあんぜんかみしばい 内閣府政策統括官∥監修 全日本交通安全協会 2007.4
ヘンゼルとグレーテル 世界の名作 第2集 グリム∥原作 グリム∥原作 鶴見正夫∥脚本 童心社 1992.5
へんてこばけざむらい 教育画劇のかみしばい 荒木慎司∥文/絵 教育画劇 2014.5
ぼくたちのブランコ 紙芝居小学生の道徳1年 瀬尾七重∥作 田中恒子∥画 教育画劇 1996.4
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
ぼくのてんぷらもえちゃった! 天ぷら油の危険 教育画劇のかみしばい 宮本えつよし∥作/画 教育画劇 1997.1
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
ぼくのへんてこロボット ユーモアひろば 第2集 なかえよしを∥作 上野紀子∥画 教育画劇 1987.10
ぼくのポストはおやすみです 童心社のかみしばい 千世まゆ子∥脚本 のぞえ咲∥画 童心社 1999.9
ぼくのめ 教育画劇のかみしばい やべみつのり∥作・絵 教育画劇 2010.1
ぼく、もうじき2年生 教育画劇のかみしばい 内山安二∥作/画 教育画劇 1992.4
ぼくはだれのおならなの? 教育画劇のかみしばい 山本省三∥作/画 鈴木洋∥監修 教育画劇 2001.9
ぼくはてんとうむし 教育画劇のかみしばい こわせ・たまみ∥作 村田エミコ∥絵 教育画劇 2006.9
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
ポタモガーレのおひっこし 教育画劇のかみしばい 等門じん∥作 津田直美∥画 教育画劇 1994.5
ぼたもちをくったほとけさま 教育画劇のかみしばい やすいすえこ∥文 ひらのてつお∥画 教育画劇 1997.4
ホタルくんとカエルさん ともだちだいすき 得田之久∥脚本 やましたこうへい∥絵 童心社 2011.6
ぽっかぽか 年少向けおひさまこんにちは 長谷川知子∥脚本・絵 童心社 2007.1
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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
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
ほねほねげんき? 教育画劇のかみしばい 服部幸應∥作 北田哲也∥絵 教育画劇 2004.9
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 ときわひろみ∥脚本 やべみつのり∥絵 童心社 2006.10
ポポのおみまい ともだちだいすき 福田岩緒∥脚本・絵 童心社 2007.10
ぽぽんたのたんぽぽ ともだちだいすき 鎌田暢子∥脚本 剣持晶子∥絵 童心社 2011.3
ボールぽん! 2・3歳児向 教育画劇のかみしばい 仲川道子∥作/画 教育画劇 2009.3
ぽーん 創作童話 かみしばい 第6集 森 比左志∥文 加藤 晃∥画 NHKソフトウェア 1996
ポンコちゃんのおひなさま 年少向けかみしばいたのしいね!きせつの行事 ひろかわさえこ∥脚本・絵 童心社 2013.8
マイアサウラのぴいちゃん 教育画劇のかみしばい 矢崎節夫∥作 中村淳一∥絵 教育画劇 2008.5
まいごうさぎのポッキー 教育画劇のかみしばい 矢崎節夫∥作 鴨下潤∥絵 教育画劇 2007.5
まいごのこいのぼり 年少向けかみしばいたのしいね!きせつの行事 石井聖岳∥脚本・絵 童心社 2013.8
まいごのトコちゃん 教育画劇のかみしばい 宮崎二美枝∥作 谷村あかね∥絵 教育画劇 2012.5
マークにきをつけて スーパーでみるマーク 教育画劇のかみしばい 小野寺悦子∥作 岡村好文∥画 教育画劇 2000.1
まぐろがまぐろになったわけ 教育画劇のかみしばい 平田昌広∥作 平田景∥絵 教育画劇 2006.9
まーくんのてんきよほう 家の中でみるマーク 教育画劇のかみしばい 山末やすえ∥作 田沢春美∥画 教育画劇 2000.1
まこちゃんといっしょ 年少向けおひさまこんにちは 新沢としひこ∥脚本 長谷川義史∥絵 童心社 2007.4
まさちゃんがいない 地震火災安全紙芝居 安田浩∥作 輪島みなみ∥画 教育画劇 1985.12
まさちゃんのじてんしゃ 交通安全紙芝居 新版 高橋系吾∥作 和田義三∥画 教育画劇 1985.6
マーシャとくま ロシアのおはなし 世界のユーモア民話 鬼塚りつ子∥脚色 二本柳泉∥画 教育画劇 1994.5
まじょ 童心社のかみしばい 滝本つみき∥脚本 篠崎三朗∥画 童心社 1997.5
まじょさんまたあした まじょ 教育画劇のかみしばい 小野寺悦子∥作 山口みねやす∥絵 教育画劇 1991.11
まじょのリリーのおかいもの 教育画劇のかみしばい 新井洋行∥作/絵 教育画劇 2009.5
また、あおうね バリアフリーの紙しばい 宮崎二美枝∥脚本 高橋透∥絵 童心社 2001.3
まちへいったチュウキチ 地震火災安全紙芝居 石川光男∥作 藤井寿∥画 教育画劇 1985.12
町はずれのおじぞうさん 紙芝居小学生の道徳2年 西本鶏介∥作 夏目尚吾∥画 教育画劇 1996.4
まっくらぐらぐら 夜間の家の中での地震 教育画劇のかみしばい 高木あきこ∥作 間瀬なおかた∥画 教育画劇 1995.8
まっくろけのうし 教育画劇のかみしばい 小野和子∥文 岡村好文∥画 教育画劇 2002.5
マッチうりのしょうじょ 世界の名作 第2集 アンデルセン∥原作 川崎大治∥脚本 藤沢友一∥画 童心社 1992.5
マッチうりの少女 世界名作童話紙芝居全集 第2集(アンデルセン編) アンデルセン∥原作 角田光男∥文 輪島みなみ∥画 教育画劇 1999.5
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
まつの木のプレゼント バリアフリーの紙しばい 竹田佳代∥原作 土田義晴∥作 童心社 2001.3
まてまてバナナ 教育画劇のかみしばい アキヤマ・ヒマワリ∥作/画 教育画劇 2002.1
まねっこクンクン 2・3歳児向 教育画劇のかみしばい 塩田守男∥作/画 教育画劇 2009.3
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
まねっこだいすき 教育画劇のかみしばい やすいすえこ∥作 中原収一∥画 教育画劇 1999.1
まほうつかいトック ともだちだいすき 竹下文子∥脚本 国井節∥絵 童心社 2009.12
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まほうつかいのイイコト・アール 教育画劇のかみしばい やすいすえこ∥作 岡村好文∥画 教育画劇 2004.5
まほうにかけられたクック こうつうあんぜんかみしばい 内閣府政策統括官(共生社会政策担当)∥監修 内閣府政策統括官 2012.4
まほうのこなぐすり 教育画劇のかみしばい 小野和子∥文 西村郁雄∥画 教育画劇 1995.7
まほうのふで 紙芝居セレクションむかしむかし 川崎大治∥脚本 二俣英五郎∥絵 童心社 2003.5
ママといっしょ 教育画劇のかみしばい 冬野いちこ∥作/画 教育画劇 1999.1
ママ、どこかしら 教育画劇のかみしばい 林原玉枝∥作 内海博∥画 教育画劇 1999.8
ママのエプロンまほうのエプロン 紙芝居小学生の道徳2年 菊地ただし∥作 秋里信子∥画 教育画劇 1996.4
まめこばなし 名作民話おはなし広場 6集4話 伊藤海彦∥脚色 清水耕蔵∥画 NHKサービスセンター 1984.6
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
まめまきまかせて! 年少向けかみしばいたのしいね!きせつの行事 苅田澄子∥脚本 くすはら順子∥絵 童心社 2013.8
まもってあそぼうね 教育画劇のかみしばい 山本省三∥作 一條めぐみ∥絵 教育画劇 2012.5
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∥脚本・絵 童心社 2006.6
まるさんかくしかく 創作童話 かみしばい 第6集 矢崎 節夫∥文 高畠 純∥画 NHKソフトウェア 1996
まるぱんころころ 童心社のベスト紙芝居 第4集 川崎大治∥作 鈴木寿雄∥画 童心社 1987.1
マロンおうじのぼうけん 教育画劇のかみしばい 三田村信行∥作/構成 のりぶぅ∥絵 教育画劇 2004.9
まんじゅうこわい 教育画劇のかみしばい 多田ヒロシ∥文/画 教育画劇 2002.5
マンマルおばさんのプレゼント 教育画劇のかみしばい 塩田守男∥作/画 教育画劇 1995.1
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
みいちゃんの秋 はじめてみよう老人ケアに紙芝居 ピーマンみもと∥脚本・絵 雲母書房 2010.9
みいちゃんの夏 はじめてみよう老人ケアに紙芝居 ピーマンみもと∥脚本・絵 雲母書房 2010.2
みいちゃんの春 はじめてみよう老人ケアに紙芝居 ピーマンみもと∥脚本・絵 雲母書房 2009.3
みいちゃんの冬 はじめてみよう老人ケアに紙芝居 ピーマンみもと∥脚本・絵 雲母書房 2010.11
ミイラ男 童心社のかみしばい 上地ちづ子∥脚本 ヒロナガシンイチ∥画 童心社 1997.5
ミイラをみつけたおひめさま ミイラ 教育画劇のかみしばい 東川洋子∥作 きよしげのぶゆき∥絵 教育画劇 1991.11
みぎのいい耳ひだりのかわいい耳 教育画劇のかみしばい 南部和也∥作 いとうみき∥絵 教育画劇 2008.9
ミケとちゅうたとちゅうちゅ 教育画劇のかみしばい 矢崎節夫∥作 久本直子∥絵 教育画劇 2006.9
みずうみをしばるはなし 北欧民話より 教育画劇のかみしばい 横田章∥文 黒井健∥画 教育画劇 1996.7
みずたまレンジャー 教育画劇のかみしばい 浅沼とおる∥作/絵 教育画劇 2009.9
みずのたね 名作民話おはなし広場 4集4話 須藤出穂∥脚色 松本修一∥画 NHKサービスセンター 1984.6
みつごのこぶたのクリスマス 年少向けかみしばいたのしいね!きせつの行事 はせがわさとみ∥脚本 いちかわなつこ∥絵 童心社 2013.8
みつばちのはにーちゃん ともだちだいすき 高家博成∥脚本 仲川道子∥絵 童心社 2010.5
みててねみててね 教育画劇のかみしばい 冬野いちこ∥作/画 教育画劇 2001.1
みてみてぼくのは は、てなあに? 教育画劇のかみしばい しばはら・ち∥作/画 教育画劇 1993.5
みにくいあひるの子 世界名作童話紙芝居全集 第2集(アンデルセン編) アンデルセン∥原作 長崎源之助∥文 水沢研∥画 教育画劇 1999.5
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
みみたとみみきち 教育画劇のかみしばい にへいたもつ∥作 西野沙織∥絵 教育画劇 2010.1
ミーミとコロなかよしなんだもん こねこ・こいぬ 教育画劇のかみしばい 内山晟∥写真 山本和子∥文 教育画劇 2002.9
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ミャオはねこのこ 教育画劇のかみしばい こわせ・たまみ∥作 オームラトモコ∥絵 教育画劇 2005.9
みんなありがとう 童心社のかみしばい つちだよしはる∥脚本・画 童心社 1999.4
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
みんなでいないいないばあ 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 1999.1
みんなでえんそく いもとようこシリーズ 関七美∥脚色 いもとようこ∥画 教育画劇 1990.3
みんなでおめでとう はじめてみよう老人ケアに紙芝居 八尾雅之∥原案 ピーマンみもと∥脚本・絵 雲母書房 2011.11
みんなでかくれんぼ どうぶつのからだ 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
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
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
みんなでひなんくんれん 火事の避難訓練 教育画劇のかみしばい いしばししずこ∥作 鈴木幸枝∥画 教育画劇 1997.1
みんなでぽん! 大きく広がる大型紙しばい 第3集 まついのりこ∥脚本・絵 童心社 2006.6
みんなでぽん! 英語版 ハロー!はじめての英語kamishibai まついのりこ∥脚本・絵 童心社 2009.6
みんなでぽん! 手話ってすてきなことば 障がいを理解する紙しばい-いっしょにあるこうね まついのりこ∥脚本・絵 童心社 2012.3
みんなのあかちゃんモルモット バリアフリーの紙しばい 今関信子∥脚本 夏目尚吾∥絵 童心社 2001.3
みんなのうんち どうぶつのうんち 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
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
みんなリボン 教育画劇のかみしばい なかむらとおる∥作 津田直美∥画 教育画劇 2001.1
むかしむかしのハブラシは? ハミガキのはじまり 教育画劇のかみしばい 塩田守男∥作/画 教育画劇 1991.5
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
むかでのおつかい 教育画劇のかみしばい 吉田タキノ∥文 原田ヒロミ∥画 教育画劇 1997.4
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
むくどりのゆめ 教育画劇のかみしばい 浜田ひろすけ∥作 さとうめぐみ∥絵 浜田留美∥監修 教育画劇 2007.1
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
むしばきんがねらってる どうしてむしばになるの? 四季の行事シリーズ むしば 山末やすえ∥作 西村郁雄∥画 教育画劇 1993.5
むしむしかくれんぼ 教育画劇のかみしばい 堀川波∥作・絵 教育画劇 2012.9
ムーミンとおはなのくにのおまつり 内閣府政策統括官(総合企画調整担当)∥監修 全日本交通安全協会 2002.4
ムーミンとサーカスけんぶつ 内閣府政策統括官(総合企画調整担当)∥監修 全日本交通安全協会 2001.4
ムーミンとヘンシンマン 総務庁交通安全対策室∥監修 全日本交通安全協会 2000.0
めがねやとどろぼう 紙芝居おおわらい落語劇場 桂文我∥脚本 東菜奈∥絵 童心社 2004.3
めざましごはん 教育画劇のかみしばい にへいたもつ∥作 つがねちかこ∥絵 教育画劇 2013.1
めだかのめめちゃん ともだちだいすき 高家博成∥脚本 仲川道子∥絵 童心社 2009.5
めだまをとりにきたかみなりさま 教育画劇のかみしばい こわせ・たまみ∥作 井川ゆり子∥絵 教育画劇 2008.9
めだらけ 童心社のかみしばい 滝本つみき∥脚本 吉本宗∥画 童心社 1996.5
めらのうるし 名作民話おはなし広場 3集4話 長崎武昭∥脚色 斉藤博之∥画 NHKサービスセンター 1984.6
もえもえマン 教育画劇のかみしばい rikko∥絵 教育画劇 2012.5
もぐもぐどうぶつえん 教育画劇のかみしばい はしもとゆたか∥作・絵 教育画劇 2013.1
モグラのまちのこうつうあんぜん 交通安全のマーク 教育画劇のかみしばい ゆきのゆみこ∥作 間瀬なおかた∥画 教育画劇 2000.1
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もしもしプルル 教育画劇のかみしばい 伊東美貴∥作/画 教育画劇 2002.1
モチモチの木 紙芝居 斎藤隆介∥原作 諸橋精光∥脚本・画 鈴木出版 2001.7
もっとできるよでんぐりこ 教育画劇のかみしばい 礒みゆき∥作・画 教育画劇 1996.1
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
もみもみおいしゃさん 大きく広がる大型紙しばい 第5集 とよたかずひこ∥脚本・絵 童心社 2011.12
ももたろう むかしばなし 第1集 香山美子∥文 太賀正∥画 教育画劇 1985.7
ももたろう 松谷みよ子民話珠玉選 第2集 松谷みよ子∥脚本 二俣英五郎∥画 童心社 1998.8
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
ももちゃんとうんちのポッタン 教育画劇のかみしばい 山本和子∥作 鈴木博子∥画 鈴木洋∥監修 教育画劇 2001.9
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
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
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
モーリーさんのおおきなテーブル 教育画劇のかみしばい ふりやかよこ∥作/画 教育画劇 1994.5
もりのおつきみ 年少向けかみしばいたのしいね!きせつの行事 千世繭子∥脚本 さとうあや∥絵 童心社 2013.8
もりのホテルでひのようじん ホテル(旅館)での注意 教育画劇のかみしばい 花井巴意∥作 毛利綾∥画 教育画劇 1997.1
もりのまほう 教育画劇のかみしばい 甲谷勝∥作/絵 教育画劇 2009.5
やいてたべよかにてたべようか ともだちだいすき おおともやすお∥脚本・絵 童心社 2008.9
やきいもやさん 年少向けおひさまこんにちは 竹下文子∥脚本 つちだよしはる∥絵 童心社 2006.11
やくそくのかねがなったら 紙芝居小学生の道徳2年 鬼塚りつ子∥作 新堂圭子∥画 教育画劇 1996.4
やさいクイズこれなーんだ!? 教育画劇のかみしばい 和南城勝美∥写真 ネイチャー・プロ∥写真 山本省三∥画 教育画劇 1994.11
やさいなんてだいっきらい 教育画劇のかみしばい 丘修三∥作 鈴木びんこ∥画 教育画劇 1994.11
やさいペット 教育画劇のかみしばい 宮本えつよし∥作/画 教育画劇 1994.11
やさしいおともだち 童心社のかみしばい 武田雪夫∥原作 瀬名恵子∥脚本・画 童心社 2000.5
やさしいおともだち 英語版 ハロー!はじめての英語kamishibai 第2集 武田雪夫∥原作 瀬名恵子∥脚本・画 童心社 2010.9
やさしいまものバッパー ともだちだいすき 野坂悦子∥脚本 降矢なな∥絵 童心社 2009.11
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
やっとこどっこい赤おにさん あたらしい民話でてこい 第1集 足沢良子∥作 安井康二∥画 教育画劇 1991.2
やまんばと三人きょうだい ともだちだいすき 水谷章三∥脚本 伊藤秀男∥絵 童心社 2006.12
やまんばと三まいのおふだ 前編 あたらしい民話でてこい 第2集 花井巴意∥文 福田岩緒∥画 教育画劇 1990.7
やまんばと三まいのおふだ 後編 あたらしい民話でてこい 第2集 花井巴意∥文 福田岩緒∥画 教育画劇 1990.7
やむらのやすけ 名作民話おはなし広場 4集1話 石山透∥脚色 石倉欣二∥画 NHKサービスセンター 1984.6
ゆいちゃんとせいじんのひ 教育画劇のかみしばい 新井悦子∥文 剣持晶子∥絵 教育画劇 2007.9
ゆうくんだいすき ともだちだいすき 内田麟太郎∥脚本 長谷川義史∥絵 童心社 2014.3
ゆうらんせんしまへいく のりものだいすき 仲倉眉子∥作 中村景児∥画 教育画劇 1986.1
ゆきせんにんのひっこし 教育画劇のかみしばい おだしんいちろう∥作 こばようこ∥絵 教育画劇 2009.9
雪の女王 いわさきちひろ画・紙芝居選 アンデルセン∥原作 稲庭桂子∥脚本 いわさきちひろ∥画 童心社 1985.7
ゆっくりゆっくり バリアフリーの紙しばい 岡田なおこ∥脚本 尾崎曜子∥絵 童心社 2001.3
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UFOがやってきた 目の不自由な人といっしょに 障がいを理解する紙しばい-いっしょにあるこうね まついのりこ∥脚本・絵 童心社 2012.3
ゆめくらべ ともだちだいすき 荒木文子∥脚本 下田昌克∥絵 童心社 2007.1
ゆめのはち 名作民話おはなし広場 3集2話 能勢紘也∥脚色 太田大八∥画 NHKサービスセンター 1984.6
ゆめみこぞう 紙芝居セレクションむかしむかし 若林一郎∥脚本 藤田勝治∥絵 童心社 2003.5
ゆーらんゆーらんあしたもね 教育画劇のかみしばい 武鹿悦子∥作 田沢春美∥画 教育画劇 1996.1
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
よくばり王さま 兄弟愛と自然きょうだいシリーズ N.ホーン∥作 岡上鈴江∥文 中村まさあき∥画 教育画劇 1983.3
よくばりなっちゃんのいもほりえんそく ともだちだいすき しらかたみお∥脚本 篠崎三朗∥絵 童心社 2012.10
よぶこどり 教育画劇のかみしばい 浜田ひろすけ∥作 あきくさあい∥絵 浜田留美∥監修 教育画劇 2007.1
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
よるのおうち 教育画劇のかみしばい Yuzuko∥作・絵 教育画劇 2005.1
よわむしおばけ ユーモアひろば 第2集 仲倉眉子∥作/画 教育画劇 1987.7
よんでよんで 教育画劇のかみしばい ときわひろみ∥作 さとうあや∥絵 教育画劇 2011.1
ライオンのめがね 前編 フランス名作童話 世界名作童話紙芝居全集 第1集 ビルドラック∥作 田付たつ子∥訳 福島のり子∥文 教育画劇 1986.7
ライオンのめがね 後編 フランス名作童話 世界名作童話紙芝居全集 第1集 ビルドラック∥作 田付たつ子∥訳 福島のり子∥文 教育画劇 1986.7
ラッコのおやこ おひさまこんにちは年少向 ひだのかな代∥脚本・絵 童心社 2014.2
ラッコのルッケ 教育画劇のかみしばい 片平直樹∥文 サイトウナツコ∥絵 教育画劇 2005.9
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
竜のおさんばさん 大きく広がる大型紙しばい 第5集 田村つねこ∥脚本 降矢洋子∥絵 童心社 2011.12
竜のふち 教育画劇のかみしばい 篠崎三朗∥文/絵 教育画劇 2008.1
りゅうのめのなみだ 教育画劇のかみしばい 浜田ひろすけ∥作 陣崎草子∥絵 浜田留美∥監修 教育画劇 2007.1
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
りりこちゃんのぱんやさん 教育画劇のかみしばい 太田裕子∥作・画 教育画劇 1996.1
リンカーン 紙芝居・伝記シリーズ 桜井信夫∥脚色 伊藤展安∥画 教育画劇 1986.6
りんごくんのおうちはどこ? 英語版 ハロー!はじめての英語kamishibai 第2集 とよたかずひこ∥脚本・絵 童心社 2010.9
りんごちゃん 教育画劇のかみしばい 服部幸應∥作 太田裕子∥絵 教育画劇 2004.9
りんごのおいしいわけかた ユーモアひろば 第2集 木村裕一∥作/画 教育画劇 1987.10
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
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
レックスのだいぼうけん 教育画劇のかみしばい 中村文人∥作 福岡昭二∥絵 教育画劇 2008.5
ろくろくびのおかあさん かみしばいひゅ～どろどろおばけセット 苅田澄子∥脚本 中谷靖彦∥絵 童心社 2012.7
わくわくどきどきしんかんせん のりものだいすき 高木あきこ∥作 津田光郎∥画 教育画劇 1986.1
わたしがうまれるとき ちんちんかみしばいシリーズ 第2期 東市子∥文 緒方亮子∥文 相野谷由起∥絵 リブリオ出版 2006.12
わたしのはじまり ちんちんかみしばいシリーズ 第2期 東市子∥文 緒方亮子∥文 相野谷由起∥絵 リブリオ出版 2006.12
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
わたしはだあれ? 教育画劇のかみしばい ケロポンズ∥作 山田美津子∥絵 教育画劇 2005.1
わっせわっせあせレンジャー おひさまこんにちは年少向 荒木文子∥脚本 長谷川知子∥絵 童心社 2014.7
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わっ!びっくり 教育画劇のかみしばい 宮崎二美枝∥脚本 本信公久∥絵 教育画劇 2012.9
わらしべちょうじゃ あたらしい民話でてこい 第1集 吉野弘子∥文 木佐森隆平∥画 教育画劇 1991.2
わらわないおひめさま スイスのおはなし 世界のユーモア民話 東川洋子∥脚色 西村郁雄∥画 教育画劇 1994.5
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 小沢正∥作 水野二郎∥画 教育画劇 1982.9
ワンタさんは、おおいそがし 大型紙しばい安全教育シリーズ ちょっとまって、あぶないよ やすいすえこ∥脚本 篠崎三朗∥絵 童心社 2008.6
ワンタのおさんぽ 教育画劇のかみしばい さかたまさや∥作/絵 教育画劇 2012.5
ワンタのどうぶつかくれんぼ 教育画劇のかみしばい オームラトモコ∥作/画 教育画劇 2009.5
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
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