
対象年齢 タ　イ　ト　ル 作　者 出版社（出典） 備　考

あかまるちゃんとくろまるちゃん 上野　与志／作 チャイルド本社 穴あき絵本

あっぷっぷ くすはら　順子／人形製作 チャイルド本社

あぶくたった さいとう　しのぶ／構成・絵 チャイルド本社

ありとすいか たむら　しげる／作・絵 ポプラ社

いっしょにあそぼ！ 田中　四郎／絵 チャイルド本社

えらいえらい！ ますだ　ゆうこ／ぶん そうえん社

おおきなかぶ Ａ．トルストイ／再話 福音館書店

おしくら・まんじゅう かがくい　 ひろし／さく ブロンズ新社

おっぱい みやにし　たつや／作・絵 鈴木出版

おばけだじょ tupera　tupera／さく 学研プラス

おふとんかけたら かがくい　ひろし／さく ブロンズ新社

おべんとうバス 真珠　まりこ／作・絵 チャイルド本社

おべんとうばこのうた さいとう　しのぶ／構成・絵 チャイルド本社

おべんとくん 真木　文絵／作 チャイルド本社

おめんです いしかわ　こうじ／作・絵 偕成社 しかけ絵本

おめんです ２ いしかわ　こうじ／作・絵 偕成社 しかけ絵本

おやおや、おやさい 石津　ちひろ／文 福音館書店

きょうりゅう 吉田　裕行／編集 学研

きんぎょがにげた 五味　太郎／作 福音館書店

くだものいろいろかくれんぼ いしかわ　こうじ／作・絵 ポプラ社 穴あき絵本

クリスマスのかくれんぼ いしかわ  こうじ／作・絵 ポプラ社 穴あき絵本

ぐりとぐら なかがわ　りえこ／さく 福音館書店

月ようびはなにたべる？ エリック・カール／え 偕成社

ころころころ 元永　定正／さく 福音館書店

サンドイッチサンドイッチ 小西　英子／さく 福音館書店

しゅっぱつしんこう！ 山本　忠敬／さく 福音館書店

ぞうくんのさんぽ なかの　ひろたか／さく・え 福音館書店

たまごのあかちゃん かんざわ　としこ／ぶん 福音館書店

たまごのえほん いしかわ こうじ／作・絵 童心社

たまごをこんこんこん あかま　あきこ／作・絵 チャイルド本社 しかけ絵本

だるまさんが かがくい　ひろし／さく ブロンズ新社

だるまさんと かがくい　ひろし／さく ブロンズ新社

だるまさんの かがくい　ひろし／さく ブロンズ新社

でんしゃにのって とよた　かずひこ／著 アリス館

どうぶついろいろかくれんぼ いしかわ　こうじ／作・絵 ポプラ社 穴あき絵本

どうぶつのあかちゃん 真当　哲博／編集 学研

とんとんとんとんひげじいさん 藤本  ともひこ／構成・絵 チャイルド本社

なにをたべてきたの？ 岸田　衿子／文 佼成出版社

にんじんとごぼうとだいこん 和歌山　静子／絵 鈴木出版

ねずみくんのチョッキ なかえ　よしを／作 ポプラ社

中央館
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のりものいろいろかくれんぼ いしかわ　こうじ／作・絵 ポプラ社 穴あき絵本

はじめまして 新沢　としひこ／作 鈴木出版

はじめまして 新沢  としひこ／作 鈴木出版 英語併記

はらぺこあおむし エリック・カール／さく 偕成社 穴あき絵本

ハロウィンのかくれんぼ いしかわ  こうじ／作・絵 ポプラ社 穴あき絵本

ぴょーん まつおか　たつひで／作・絵 ポプラ社

へびくんのおさんぽ いとう　ひろし／作・絵 鈴木出版

ぼくのくれよん 長　新太／おはなし・え 講談社

みんなうんち 五味　太郎／さく 福音館書店

もこもこもこ 谷川　俊太郎／作 文研出版

やさいさん tupera　tupera／さく 学研教育出版

れいぞうこ 新井　洋行／作・絵 偕成社

わにわにのおふろ 小風　さち／ぶん 福音館書店

わんわんわんわん 高畠  純／作 理論社

あいうえおうさま 寺村 輝夫／文，和歌山 静子／絵 理論社

あかずきん メルヘン立体童話企画／制作 メイト

あなたがとってもかわいい みやにし　たつや／作・絵 金の星社

あめのひのえんそく 間瀬　なおかた／作・絵 チャイルド本社 しかけ絵本

あるのかな 織田　道代／作 鈴木出版

あんぱんまん やなせ たかし／作・絵 フレーベル館

いたずらラッコとおなべのほし 神沢　利子／文 あかね書房

いただきバス 藤本　ともひこ／作・絵 鈴木出版

いつもいっしょに こんの　ひとみ／作 金の星社

いもほりバス 藤本　ともひこ／作・絵 鈴木出版

いろいろバス tupera tupera／さく 大日本図書

うがいライオン ねじめ　正一／作 鈴木出版

うみキリン あきやま　ただし／作・絵 金の星社

うみの１００かいだてのいえ いわい　としお／作 偕成社

ウララちゃんのたんじょうび 山本　なおこ／作 ポプラ社

おかあさんだいすきだよ みやにし　たつや／作・絵 金の星社

おかしなかくれんぼ 山脇　恭／作 チャイルド本社 しかけ絵本

おこだでませんように くすのき　しげのり／作 小学館

おしゃれなおたまじゃくし 塩田　守男／え メイト

おとうさん・パパ・おとうちゃん みやにし　たつや／作・絵 鈴木出版

おとうさんはウルトラマン みやにし　たつや／作・絵 学研

おにのパンツ 鈴木  博子／構成・絵 チャイルド本社

おばけのてんぷら せな　けいこ／作・絵 ポプラ社

おばけのバーバパパ アネット=チゾン／さく 偕成社

おばけの地下室たんけん ジャック・デュケノワ／さく ほるぷ出版

おばけパーティ ジャック・デュケノワ／さく ほるぷ出版

おばけびょうきになる ジャック・デュケノワ／さく ほるぷ出版

おまえうまそうだな 宮西　達也／作・絵 ポプラ社

かばくん 岸田　衿子／さく 福音館書店

からすのパンやさん かこ　さとし／絵・文 偕成社
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ガンピーさんのふなあそび ジョン・バーニンガム／さく ほるぷ出版

キャベツくん 長　新太／文・絵 文研出版

９９９ひきのきょうだい 木村　研／文 チャイルド本社 しかけ絵本

９９９ひきのきょうだいのおひっこし 木村　研／文 チャイルド本社

きょうはなんてうんがいいんだろう 宮西　達也／作・絵 鈴木出版

きょうりゅうのおおきさ 冨田　幸光／監修 チャイルド本社 しかけ絵本

きょだいなきょだいな 長谷川　摂子／作 福音館書店

くじらだ！ 五味　太郎／作・絵 岩崎書店

くまのコールテンくん ドン・フリーマン／さく 偕成社

ぐりとぐらのえんそく 中川　李枝子／文 福音館書店

ぐりとぐらのおきゃくさま 中川　李枝子／文 福音館書店

グリーンマントのピーマンマン さくら　ともこ／作 岩崎書店

ぐるんぱのようちえん 西内　みなみ／さく 福音館書店

グレート・ワンダーシップへようこそ！ 五味　太郎／作 偕成社

ここがせかいいち！ 千葉　とき子／監修 チャイルド本社

こすずめのぼうけん ルース・エインズワース／作 福音館書店

ころわんとしろいくも 間所　ひさこ／作 チャイルド本社

こわーいはなし せな　けいこ／作・絵 鈴木出版

三びきのこぶた 瀬田　貞二／やく 福音館書店

さんびきのこぶた メルヘン立体童話企画／制作 メイト

三びきのやぎのがらがらどん マーシャ・ブラウン／え 福音館書店

じゃんけんぽん せな　けいこ／作・絵 鈴木出版

しりとりのだいすきなおうさま 中村　翔子／作 鈴木出版

すっぽんぽんのすけ もとした　いづみ／さく 鈴木出版

すてきな三にんぐみ トミー＝アンゲラー／さく 偕成社

ぜったいにおしちゃダメ? ビル　コッター／さく サンクチュアリ出版

せつぶん チャイルド本社
大きな園行事えほん
シリーズ

せんたくおばさん ジョイ・コーリー／さく チャイルド本社

せんたくかあちゃん さとう　わきこ／作・絵 福音館書店

せんろはつづく 竹下　文子／文 金の星社

せんろはつづく まだつづく 竹下　文子／文 金の星社

ぞうのはな 堀　浩／監修 チャイルド本社

そらの100かいだてのいえ いわい としお／作 偕成社

そらまめくんのベッド なかや　みわ／さく・え 福音館書店

そらまめくんのぼくのいちにち なかや　みわ／さく 小学館

だいおういかのいかたろう ザ　キャビンカンパニー／作　絵　 鈴木出版

だいすきっていいたくて カール・ノラック／ぶん ほるぷ出版

たからものはなあに？～しょくいくランドのたんけん～ 吉田　隆子／作 金の星社

たなばた チャイルド本社
大きな園行事えほん
シリーズ

たなばたバス 藤本　ともひこ／作・絵 鈴木出版

たまごにいちゃん あきやま　ただし／作・絵 鈴木出版

たまごにいちゃんぐみ あきやま　ただし／作・絵 鈴木出版

たまごねえちゃん あきやま　ただし／作・絵 鈴木出版

だるまちゃんとかみなりちゃん 加古　里子／さく・え 福音館書店
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だるまちゃんとてんぐちゃん 加古　里子／さく・え 福音館書店

たろうくんのじどうしゃ 山本　忠敬／作・絵 チャイルド本社

ダンゴムシみつけたよ 皆越　ようせい／写真・文 ポプラ社

ちいさなきいろいかさ にしまき　かやこ／イラスト 金の星社

ちいさなくれよん 篠塚　かをり／作 金の星社

ちか１００かいだてのいえ いわい　としお／作 偕成社

ちからたろう いまえ　よしとも／ぶん ポプラ社

ちびゴリラのちびちび ルース・ボーンスタイン／さく ほるぷ出版

ちゅーちゅー 宮西　達也／作・絵 鈴木出版

つきよのくじら 戸田　和代／作 鈴木出版

てぶくろ エウゲーニー・M.ラチョフ／え 福音館書店

でんしゃでいこうでんしゃでかえろう 間瀬　なおかた／作・絵 チャイルド本社 穴あき絵本

どうぞのいす 香山　美子／作 チャイルド本社

どうぶつしんちょうそくてい 聞かせ屋。けいたろう/文 アリス館

どうぶつたいじゅうそくてい 聞かせ屋。けいたろう／文 アリス館

となりのたぬき せな　けいこ／作・絵 鈴木出版

とべバッタ 田島　征三／作 偕成社

ともだちや 内田　麟太郎／作 偕成社

ドライブにいこう 間瀬　なおかた／作・絵 チャイルド本社 しかけ絵本

トラネコとクロネコ 宮西　達也／作・絵 鈴木出版

とんとんとん 上野　与志／作 チャイルド本社 しかけ絵本

とんとんとん あきやま  ただし／作・絵 金の星社

どんぐりむらのぱんやさん なかや  みわ／さく 学研プラス

どんぐりむらのどんぐりえん なかや  みわ／さく 学研プラス

なつのいちにち はた　こうしろう／作 偕成社

にこにこげんきのおまじない やなせスタジオ／作画
東京　「早寝早起き朝
ごはん」全国協議会

にじいろのさかな マーカス・フィスター／作 講談社

にじいろのしまうま こやま　峰子／作 金の星社

にゃーご 宮西　達也／作・絵 鈴木出版

ねずみのいもほり 山下　明生／作 チャイルド本社

ねずみのえんそくもぐらのえんそく 藤本　四郎／作・絵 チャイルド本社

ねずみのかいすいよく 山下　明生／作 チャイルド本社

ねずみのさかなつり 山下　明生／作 チャイルド本社

ねずみのでんしゃ 山下　明生／作 チャイルド本社

はじめてのおつかい 筒井　頼子／さく 福音館書店

はじめてのおるすばん しみず　みちを／作 岩崎書店

バスでおでかけ 間瀬　なおかた／作・絵 チャイルド本社 穴あき絵本

ぱっくんおおかみときょうりゅうたち 木村　泰子／作・絵 ポプラ社

はっぱのおうち 征矢　清／さく 福音館書店

はなすもんかー！ 宮西　達也／作・絵 鈴木出版

パパ、お月さまとって! エリック=カール／さく 偕成社

バムとケロのおかいもの 島田　ゆか／作・絵 文溪堂

バムとケロのさむいあさ 島田　ゆか／作・絵 文溪堂

バムとケロのそらのたび 島田　ゆか／作・絵 文溪堂
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バムとケロのにちようび 島田　ゆか／作・絵 文溪堂

バムとケロのもりのこや 島田　ゆか／作・絵 文溪堂

はらぺこおおかみとぶたのまち 宮西　達也／作・絵 鈴木出版

はらぺこのきょじん ジョイ・コーリー／さく チャイルド本社

バルボンさんのおでかけ とよた　かずひこ／著 アリス館

パンダくんのおにぎり いしかわ こうじ／絵・文　 ポプラ社

ぴっけやまのおならくらべ かさい　まり／文 チャイルド本社

ひつじぱん あきやま　ただし／作・絵 鈴木出版

ひなまつり・こどものひ チャイルド本社
大きな園行事えほん
シリーズ

１００かいだてのいえ いわい　としお／作 偕成社

100にんのサンタクロース 谷口 智則／作・絵 文溪堂

ふしぎなキャンディーやさん みやにし　たつや／作・絵 金の星社

ふしぎなタネやさん みやにし　たつや／作・絵 金の星社

ふしぎなカサやさん みやにし たつや／作・絵 金の星社

ぶたくんと１００ぴきのおおかみ 宮西　達也／作・絵 鈴木出版

ふゆのよるのおくりもの 芭蕉　みどり／作・絵 ポプラ社

フレデリック レオ＝レオニ／作 ポプラ社

へんしんオバケ あきやま　ただし／作・絵 金の星社

へんしんトイレ あきやま　ただし／作・絵 金の星社

へんしんトンネル あきやま　ただし／作・絵 金の星社

ぼくにげちゃうよ　 マーガレット・Ｗ・ブラウン／ぶん ほるぷ出版

ぽんたのじどうはんばいき 加藤　ますみ／作 チャイルド本社

まーだだよ 間部  香代／作 鈴木出版

まどから★おくりもの 五味　太郎／作・絵 偕成社 穴あき絵本

まめまきバス 藤本  ともひこ／作・絵 鈴木出版

ミッケ! ジーン　マルゾーロ／文 小学館

ミーニー ジョイ・コーリー／さく チャイルド本社

みんなでんしゃ 薫　くみこ／作 チャイルド本社

めっきらもっきらどおんどん 長谷川　摂子／作 福音館書店

もぐらバス 佐藤　雅彦／原案 偕成社

もちつき・おしょうがつ チャイルド本社
大きな園行事えほん
シリーズ

もちづきくん 中川　ひろたか／作 チャイルド本社 しかけ絵本

もったいないばあさん 真珠　まりこ／作・絵 講談社

もったいないばあさんのいただきます 真珠　まりこ／作・絵 講談社

もりのおふろ 西村　敏雄／さく 福音館書店

もりのかくれんぼう 末吉　暁子／作 偕成社

もりもりくまさん 長野　ヒデ子／作 鈴木出版

ゆうたとさんぽする きたやま　ようこ／作 あかね書房

ゆうたはともだち きたやま　ようこ／作 あかね書房

妖怪交通安全 広瀬　克也／作 絵本館

よかったねネッドくん レミー・シャーリップ／さく 偕成社

よくばりすぎたねこ さとう　わきこ／作・絵 メイト

りんごがドスーン 多田　ヒロシ／作・文・絵 文研出版

リンチェはどこ？ シブ　ポスツマ／作・絵 ワールドライブラリー
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ろばさんのかわいいバッグ 香山　美子／作 チャイルド本社 しかけ絵本

わゴムはどのくらいのびるかしら？ マイク・サーラー／ぶん ほるぷ出版

わんぱくだんのはしれ！いちばんぼし ゆきの　ゆみこ／作 チャイルド本社

小学生～ アレクサンダとぜんまいねずみ レオ＝レオニ／作 好学社

うさぎのくれたバレエシューズ 安房　直子／文 小峰書店

うんこダスマン 村上　八千世／文 ほるぷ出版

うんぴ・うんにょ・うんち・うんご 村上　八千世／文 ほるぷ出版

おおきなきがほしい さとう　さとる／ぶん 偕成社

おおきなもののすきなおうさま 安野　光雅／作・絵 メイト

おおはくちょうのそら 手島　圭三郎／画・文 リブリオ出版

おこる 中川　ひろたか／作 金の星社

おじいちゃんのごくらくごくらく 西本　鶏介／作 鈴木出版

おじさんのかさ 佐野　洋子／作・絵 講談社

かたあしだちょうのエルフ おのき　がく／文・絵 ポプラ社

がっこうでトイレにいけるかな 村上　八千世／文 ほるぷ出版

かわいそうなぞう つちや　ゆきお／ぶん 金の星社

きたきつねのゆめ 手島　圭三郎／画・文 リブリオ出版

きつねのでんわボックス 戸田　和代／作 金の星社

給食番長 よしなが　こうたく／さく 好学社

くものすおやぶんとりものちょう 秋山　あゆ子／さく 福音館書店

ことわざのえほん 西本　鶏介／編・文 鈴木出版

しげちゃん 室井　滋／作 金の星社

地震がおきたら 谷　敏行／原案 ＢＬ出版

しっぽのはたらき 川田　健／ぶん 福音館書店

しまふくろうのみずうみ 手島　圭三郎／画・文 リブリオ出版

すいぞくかん 吉田　裕行／編集 学研

スイミー レオ＝レオニ／作 好学社

スキャリーおじさんのおおきなことばえほん リチャード・スキャリー／さく ＢＬ出版 英語表記あり

すみっこのおばけ 武田　美穂／作・絵 ポプラ社

大しぜんと動物たち Ｇ．スティルトン／さく ＢＬ出版

だじゃれ日本一周 長谷川　義史／作 理論社

だじゃれ世界一周 長谷川　義史／作 理論社

たべもの 吉田　裕行／編集 学研

ちいちゃんのかげおくり あまん　きみこ／作 あかね書房

ちびくろ・さんぼ ヘレン・バンナーマン／文 瑞雲舎

伝説の迷路 ヤマタノオロチの世界から神話と物語の旅へ 香川　元太郎／作・絵 ＰＨＰ研究所

ドアがあいて… エルンスト・ヤンドゥル／作 ほるぷ出版

時の迷路 恐竜時代から江戸時代まで 香川　元太郎／作・絵 ＰＨＰ研究所

どんぐりたろうのき 鶴見　正夫／作 佼成出版社

ノラネコぐんだんパンこうじょう 工藤  ノリコ／著 白泉社

ノラネコぐんだんきしゃぽっぽ 工藤  ノリコ／著 白泉社

花さき山 斎藤　隆介／作 岩崎書店

はははのはなし 加古　里子／ぶん・え 福音館書店

半日村 斎藤　隆介／作 岩崎書店

幼児
（３歳～）

小学生～
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ひさの星 斎藤　隆介／作 岩崎書店

文明の迷路 古代都市をめぐってアトランティスへ 香川　元太郎／作・絵 ＰＨＰ研究所

モチモチの木 斎藤　隆介／作 岩崎書店

ももたろう 松居 直／文 福音館書店

Ｂｒｏｗｎ　ｂｅａｒ，　ｂｒｏｗｎ　ｂｅａｒ，　ｗｈａｔ　ｄｏ　ｙｏｕ　ｓｅｅ？ ｂｙ　Ｂｉｌｌ　Ｍａｒｔｉｎ，　Ｊｒ． Ｈ．　Ｈｏｌｔ 　　英語

Ｆｉｖｅ　ｌｉｔｔｌｅ　ｍｏｎｋｅｙｓ　ｊｕｍｐｉｎｇ　ｏｎ　ｔｈｅ　ｂｅｄ ｒｅｔｏｌｄ　ａｎｄ　ｉｌｌｕｓｔｒａｔｅｄ　ｂｙ　Ｅｉｌｅｅｎ　Ｃｈｒｉｓｔｅｌｏｗ Ｃｌａｒｉｏｎ　Ｂｏｏｋｓ 　　英語

Ｆｒｏｍ　ｈｅａｄ　ｔｏ　ｔｏｅ Ｅｒｉｃ　Ｃａｒｌｅ ＨａｒｐｅｒＦｅｓｔｉｖａｌ 　　英語

Ｇｕｅｓｓ　ｈｏｗ　ｍｕｃｈ　Ｉ　ｌｏｖｅ　ｙｏｕ ｗｒｉｔｔｅｎ　ｂｙ　Ｓａｍ　ＭｃＢｒａｔｎｅｙ Ｗａｌｋｅｒ　Ｂｏｏｋｓ 　　英語

Ｉｆ　ｙｏｕ　ｇｉｖｅ　ａ　ｍｏｕｓｅ　ａ　ｃｏｏｋｉｅ Ｌａｕｒａ　Ｊｏｆｆｅ　Ｎｕｍｅｒｏｆｆ ＨａｒｐｅｒＣｏｌｌｉｎｓ　Ｐｕｂｌｉｓｈｅｒｓ 　　英語

Ｉｆ　ｙｏｕ　ｇｉｖｅ　ａ　ｐｉｇ　ａ　ｐａｎｃａｋｅ ｂｙ　Ｌａｕｒａ　Ｎｕｍｅｒｏｆｆ Ｌａｕｒａ　Ｇｅｒｉｎｇｅｒ　Ｂｏｏｋ 　　英語

Ｐａｎｄａ　ｂｅａｒ，　ｐａｎｄａ　ｂｅａｒ，　ｗｈａｔ　ｄｏ　ｙｏｕ　ｓｅｅ？ ｂｙ　Ｂｉｌｌ　Ｍａｒｔｉｎ，　Ｊｒ． Ｈ．　Ｈｏｌｔ 　　英語

Ｐｏｌａｒ　ｂｅａｒ，　ｐｏｌａｒ　ｂｅａｒ，　ｗｈａｔ　ｄｏ　ｙｏｕ　ｈｅａｒ？ ｂｙ　Ｂｉｌｌ　Ｍａｒｔｉｎ，　Ｊｒ． Ｈ．　Ｈｏｌｔ 　　英語

Ｔｈｅ　ｌｉｔｔｌｅ　ｒｅｄ　ｈｅｎ ｉｌｌｕｓｔｒａｔｅｄ　ｂｙ　Ｐａｕｌ　Ｇａｌｄｏｎｅ Ｃｌａｒｉｏｎ　Ｂｏｏｋｓ 　　英語

Ｔｈｅ　ｔｈｒｅｅ　ｂｉｌｌｙ　ｇｏａｔｓ　Ｇｒｕｆｆ ｉｌｌｕｓｔｒａｔｅｄ　ｂｙ　Ｐａｕｌ　Ｇａｌｄｏｎｅ Ｃｌａｒｉｏｎ　Ｂｏｏｋｓ 　　英語

Ｔｈｅ　ｖｅｒｙ　ｈｕｎｇｒｙ　ｃａｔｅｒｐｉｌｌａｒ ｂｙ　Ｅｒｉｃ　Ｃａｒｌｅ Ｌｏｎｇｍａｎ 　　英語

Ｗｈｅｒｅ’ｓ　Ｓｐｏｔ？ Ｈｉｌｌ　Ｅｒｉｃ Ｐｅｎｇｕｉｎ　Ｂｏｏｋｓ 　　英語

対象年齢 タ　イ　ト　ル 作　者 出版社（出典） 備　考

おおきくおおきくおおきくなあれ まつい　のりこ／脚本・画 童心社 8場面

でんしゃがくるよ とよた　かずひこ／脚本・絵 童心社 8場面

はい、タッチ とよた　かずひこ／脚本・絵 童心社 8場面

みんなでぽん！ まつい　のりこ／脚本・絵 童心社 8場面

りんごくんのおうちはどこ? とよた　かずひこ／脚本・絵  童心社 8場面

あひるのおうさま 堀尾　青史／脚本 童心社 12場面

あわてないあわてない 仲川　道子／脚本・絵 童心社 12場面

いちどとまってみぎひだり 今関　信子／脚本 童心社 12場面

おうさまさぶちゃん 馬場　のぼる／脚本・絵 童心社 12場面

おだんごころころ 坪田　譲治／脚本 童心社 12場面

くれよんさんのけんか 八木田　宜子／脚本 童心社 12場面

ごきげんのわるいコックさん まつい　のりこ／脚本・絵 童心社 12場面

こねこのしろちゃん 堀尾　青史／脚本 童心社 12場面

したきりすずめ 松谷　みよ子／脚本 童心社 16場面

たべられたやまんば 松谷　みよ子／脚本 童心社 16場面

なんにもせんにん 巌谷　小波／原作 童心社 12場面

ねずみのミーちゃんききいっぱつ 上地　ちづ子／脚本 童心社 12場面

もみもみおいしゃさん とよた　かずひこ／脚本・絵 童心社 8場面

ワンタさんは、おおいそがし やすい　すえこ／脚本 童心社 12場面

いなむらの火 川崎　大治／脚本 童心社 16場面

おとうさん 与田　凖一／脚本 童心社 12場面

台風がきたぞ 千世　繭子／脚本 童心社 12場面

竜のおさんばさん 田村　つねこ／脚本 童心社 16場面

★ 大型紙芝居　

０歳～

幼児
（３歳～）

小学生～

外国語

小学生～
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作　者 出版社（出典） 備　考

   わけ  みずえ／構成・絵    アイ企画

月下  和恵／作・絵 アイ企画

月下　和恵／作 アイ企画

たにぞう／作 アイ企画

秋田　桂子／著者 アイ企画

荒木　文子／著者 アイ企画

鈴木　翼／著者 アイ企画

月下　和恵／作・絵 アイ企画

月下　和恵／作・絵 アイ企画

秋田　桂子／脚本 アイ企画

なべさん／構成 アイ企画

こばやし　まさよ／著者 アイ企画

荒木　文子／脚本 アイ企画

藤田　佳子／構成 アイ企画

しばはら　ち／作・絵 アイ企画

月下　和恵／著者 アイ企画

こばやし　まさよ／作 アイ企画

藤田  佳子／作 大東出版社

こばやし　まさよ／作 アイ企画

月下　和恵／作 アイ企画

佐藤　弘道／作，谷口　国博／作アイ企画

月下　和恵／作・絵 アイ企画

浦中  こういち／作・絵 アイ企画

荒木　文子／脚本 アイ企画

秋田　桂子／脚本 アイ企画

古宇田  亮順／作 大東出版社

酒井  基宏／絵 アイ企画

吉川　貴光／構成・絵 アイ企画

月下　和恵／作・絵 アイ企画

藤田　佳子／構成 アイ企画

月下  和恵／作・絵 アイ企画

藤田  佳子／作 大東出版社

藤田  佳子／作 大東出版社

藤本  ともひこ／作・絵 アイ企画

月下　和恵／作 アイ企画

月下　和恵／著者 アイ企画

月下　和恵／著者 アイ企画

藤田　佳子／著者 アイ企画

月下　和恵／著者 アイ企画

秋田　桂子／脚本 アイ企画

増田　裕子／作・絵 アイ企画

増田　裕子／作・絵 アイ企画

　カラーパネルシアター　ミュージックパネル
　　ひよこのおかあさん
　カラーパネルシアター  ミュージックパネル
　　ふとんのなかで

　カラーパネルシアター
　　防犯パネルシアター
　カラーパネルシアター
　　保健活動１　虫歯予防
　カラーパネルシアター
　　保健活動２　栄養指導
　カラーパネルシアター
　　保健活動３　うんちのはなし
　カラーパネルシアター
　　保健活動４　風邪の予防
　カラーパネルシアター
　　保健活動５　手を洗おう

　カラーパネルシアター
　　ビンゴ－ＢＩＮＧＯ
　カラーパネルシアター
　　ふゆのうた
  カラープリントパネルシアター
    ふらふらフラワー
  カラープリントパネルシアター
    フルーツパフェ大好き
  カラーパネルシアター
    へんてこもぐもぐかいじゅう

　カラーパネルシアター
　　にんじん　だいこん　ごぼう号
　カラーパネルシアター
　　のっぺらぼう号
  カラープリントパネルシアター
    はたけのお花
  カラーパネルシアター
    はたけのポルカ
　カラーパネルシアター
　　パネルでマジック　うさぎさんの挑戦状号
　カラーパネルシアター
　　はるのうた

　カラーパネルシアター
　　卒園・入園おめでとう号
  カラープリントパネルシアター
    たこ焼きパクッ！
　カラーパネルシアター
　　誕生日号
　カラーパネルシアター
　　手をたたきましょう号

　カラーパネルシアター
　　なつのうた
  カラーパネルシアター
    にゃあクション！

　カラーパネルシアター
　　となりのとこやさん

　カラーパネルシアター
　　くいしんぼおばけ号

　カラーパネルシアター　　交通安全シリーズ１
　　ミーコのとびだし
　カラーパネルシアター
　　３びきのこぶた号
　カラーパネルシアター
　　三びきのやぎとトロルのおはなし
　カラーパネルシアター
　　しりとりおかいもの
　カラーパネルシアター　食育カラーパネルシアター
　　き・あか・みどりで元気なからだ

　カラーパネルシアター
　　おおきくなったらなりたいな
　カラーパネルシアター
　　おおきなかぶ号
　カラーパネルシアター
　　おばけマンション
　カラーパネルシアター
　　かくれんぼ号
　カラーパネルシアター
　　カレーライス号

　カラーパネルシアター
    ごめんな・サイです

★ パネルシアター　

タ　イ　ト　ル

  カラーパネルシアター
    あかいりんご
　カラーパネルシアター
　　あきのうた
　カラーパネルシアター
　　あてっこクイズ　へんてこりんな写真
　カラーパネルシアター
　　急いで！消防車

9



新沢  としひこ／うた・監修 アイ企画

秋田  桂子／作 アイ企画

福田  翔／作 アイ企画

月下　和恵／構成 アイ企画

古宇田　亮順／著 メイト

ケロポンズ／著者 学研教育みらい

ケロポンズ／著者 学研教育みらい

月下　和恵／構成・絵 アイ企画

月下　和恵／構成・絵 アイ企画

月下　和恵／構成・絵 アイ企画

阿部　恵／著 メイト

阿部　恵／著 メイト

阿部　恵／著 メイト

阿部　恵／著 メイト

阿部　恵／著 メイト

阿部　恵／著 メイト

阿部　恵／著 メイト

阿部　恵／著 メイト

阿部　恵／著 メイト

阿部　恵／著 メイト

古宇田　亮順／著者 メイト

古宇田　亮順／著者 メイト

古宇田  亮順／作 アイ企画

松家　まきこ／作・絵 アイ企画

月下　和恵／作 アイ企画

松家  まきこ／作 アイ企画

吉川  貴光／作・絵 アイ企画

藤田  佳子／作 アイ企画

後藤  紀子／作 アイ企画

わらべ　きみか／著 チャイルド本社

わらべ　きみか／著 チャイルド本社

わらべ　きみか／著 チャイルド本社

わらべ　きみか／著 チャイルド本社

李　芳華／構成 アイ企画

藤田　佳子／構成 アイ企画

古宇田　亮順／著者 アイ企画

月下　和恵／著者 アイ企画

月下　和恵／構成 アイ企画

月下　和恵／著者 アイ企画

やべ　みつのり／作・絵 アイ企画

荒木　文子／著者 アイ企画

荒木　文子／著者 アイ企画

荒木　文子／構成 アイ企画

こばやし　まさよ／著者 アイ企画

　蛍光カラーパネルシアター
　　忍者家族★「秘密のまきもの」の巻
　蛍光カラーパネルシアター
　　ピーターパン
　蛍光カラーパネルシアター
　　ほしのクリスマス号

　蛍光カラーパネルシアター
　　うれしいひなまつり
　蛍光カラーパネルシアター
　　おだんごを食べたお月さま
　蛍光カラーパネルシアター
　　おばけなんてないさ
　蛍光カラーパネルシアター
　　おりひめとひこぼし
　蛍光カラーパネルシアター
　　お星さまたべちゃった
　蛍光カラーパネルシアター
　　からかさのおよめさん

　わらべきみか　月下和恵の　名作カラーパネルシアター
　　あかずきん
　わらべきみか　月下和恵の　名作カラーパネルシアター
　　おむすびころりん
　わらべきみか　月下和恵の　名作カラーパネルシアター
　　３びきのこぶた
　わらべきみか　月下和恵の　名作カラーパネルシアター
　　ももたろう
　蛍光カラーパネルシアター
　　アラジンと魔法のランプ
　蛍光カラーパネルシアター
　　歌のひろば

　ミニカラーパネルシアター
　　ぐんぐん大きくなった！
　ミニカラーパネルシアター
　　すみとわらとまめ
  ミニカラーパネルシアター
     だるまさん
  ミニカラーパネルシアター
    パネルでマジックひよこちゃん
  ミニカラーパネルシアター
    みんなねんね
  ミニカラーパネルシアター
     森のｱｲｽｸﾘｰﾑやさん

　パネルシアターセット
　　はだかの王さま ポケットクイズマン
　パネルシアターセット
　　へっぷり嫁さま コンちゃんがばけたとさ
　パネルシアターセット
　　三つのねがい やまのおんがくか
　マジックパネルシアター
　　どうぶつカード
　マジックパネルシアター
　　ふしぎなカード
  ミニカラーパネルシアター
     落としたどんぐり

　パネルシアターセット
　　おだんごころころ おふろだいすき
　パネルシアターセット
　　気球に乗ったよ プレゼント　プレゼント
　パネルシアターセット
　　くれよん　しゅしゅしゅ げんこつやまのなかまたち
　パネルシアターセット
　　さるとかに たまごがころん
　パネルシアターセット
　　たのきゅうとだいじゃ はてなとおひさま
　パネルシアターセット
　　どっこいしょだんご まほうのそうがんきょう

　ケロポンズのミュージックパネルセット
　　きぬさやくんとべいなすくん
　ケロポンズのミュージックパネルセット
　　ハッピーバースディ
　パネルシアター１２か月のうた
　　ひなまつり号
　パネルシアター１２か月のうた
　　こいのぼり号
　パネルシアター１２か月のうた
　　たなばた号
　パネルシアターセット
　　いっすんぼうし だれのぼうしかな

　カラーパネルシアター
　　クリスマスのうたがきこえてくるよ
　カラーパネルシアター
　　 10人のサンタ号
  カラーパネルシアター
    まちのおふろやさん
　カラーパネルシアター
　　桃太郎
　カラーパネルシアターセット
　　あしあとみつけた！
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月下　和恵／著者 アイ企画

月下　和恵／著者 アイ企画

月下　和恵／著者 アイ企画

月下　和恵／著者 アイ企画

関  椎子／パネルシアター案 アスク・ミュージック

古宇田　亮順／著 メイト

古宇田　亮順／著 メイト

古宇田　亮順／著 メイト

古宇田　亮順／著 メイト

古宇田　亮順／著 メイト

古宇田　亮順／著 メイト

古宇田　亮順／著 メイト

古宇田　亮順／著 メイト

古宇田　亮順／著 メイト

古宇田　亮順／著 メイト

古宇田　亮順／著 メイト

日本幼年教育研究会／著 メイト

日本幼年教育研究会／著 メイト

月下　和恵／著者 メイト

関　稚子／著 メイト

古宇田　亮順／監修 メイト

古宇田　亮順／監修 メイト

室田　洋子／監修 埼玉福祉会

荒川　民子／編者 カエルちゃんオフィス

荒川　民子／編者 カエルちゃんオフィス

荒川　民子／編者 カエルちゃんオフィス

増田　裕子／作詞・作曲 カエルちゃんオフィス

荒川　民子／編者 カエルちゃんオフィス

荒川　民子／編者 カエルちゃんオフィス

荒川　民子／編者 カエルちゃんオフィス

荒川　民子／編者 カエルちゃんオフィス

荒川　民子／編者 カエルちゃんオフィス

荒川　民子／編者 カエルちゃんオフィス

中川　ひろたか／著者 アイ企画

中川　ひろたか／著者 アイ企画

作　者 出版社（出典） 備　考

石原　ひとみ／脚本 アイ企画

石原　ひとみ／脚本 アイ企画

　中川ひろたか　あそびソングパネル
　　５つのメロンパン
　中川ひろたか　あそびソングパネル
　　さかながはねて

★ ペープサート　

タ　イ　ト　ル

歌と遊びのカラーペープサート　チューリップ号

おはなしカラーペープサート　かさじぞう号

　増田裕子のミュージックパネルおたのしみセット
　　３びきのくま
　増田裕子のミュージックパネルおたのしみセット
　　すてきな帽子屋さん
　増田裕子のミュージックパネルおたのしみセット
　　だれのせんたくもの
　増田裕子のミュージックパネルおたのしみセット
　　ねこのお医者さん
　増田裕子のミュージックパネルおたのしみセット
　　ふしぎなたまご
　増田裕子のミュージックパネルおたのしみセット
　　森のクリスマス

　食育パネルシアター
　　食べ物クイズ　なにが　はいって　いるのか
　食育パネルシアター
　　ワン太くんのお弁当づくり
　増田裕子のミュージックパネルおたのしみセット
　　イグアナレストラン
　増田裕子のミュージックパネルおたのしみセット
　　かきのきマン
　増田裕子のミュージックパネルおたのしみセット
　　きつねのつねた
　増田裕子のミュージックパネルおたのしみセット
　　こぶたのぽんくん

　行事のパネルシアター　①
　こいのぼり
　行事のパネルシアター　②
　たなばた
　行事のパネルシアター　③
　十二支のおはなし
　行事のパネルシアター　④
　せつぶん
　行事のパネルシアター　⑤
　ひなまつり
　食育パネルシアター
　　いわしのひらき

　古宇田亮順・松田治仁パネルシアター名作選　５
　きれいなお窓
　古宇田亮順・松田治仁パネルシアター名作選　６
　とんでったバナナ・すうじの歌
　古宇田亮順・松田治仁パネルシアター名作選　７
　さるかに合戦
　古宇田亮順・松田治仁パネルシアター名作選　８
　まるい卵
　古宇田亮順・松田治仁パネルシアター名作選　９
　赤ずきんちゃん
　古宇田亮順・松田治仁パネルシアター名作選　１０
　だれでしょう

　蛍光ブラックシアターセット　3
　　おもちゃのチャチャチャ
　ブラックパネルシアター
　　うさぎ野原のクリスマス
　古宇田亮順・松田治仁パネルシアター名作選　１
　しゃぼん玉とばせ
　古宇田亮順・松田治仁パネルシアター名作選　２
　かさじぞう
　古宇田亮順・松田治仁パネルシアター名作選　３
　まんまるさん
　古宇田亮順・松田治仁パネルシアター名作選　４
　大きなだいこん

　蛍光カラーパネルシアター
　　メリークリスマス
　蛍光ブラックシアターセット　1
　　サンタが町にやってくる
　蛍光ブラックシアターセット　2
　　どこでねるの
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作　者 出版社（出典） 備　考

中谷　真弓／著者 メイト

中谷　真弓／著者 メイト

中谷　真弓／著者 メイト

中谷　真弓／著者 メイト

中谷　真弓／著者 メイト

中谷　真弓／著者 メイト

中谷　真弓／著者 メイト

中谷　真弓／著者 メイト

中谷　真弓／著者 メイト

中谷　真弓／著者 学研

   中谷　真弓／著者 メイト

中谷　真弓／著者 メイト

中谷　真弓／著者 メイト

中谷　真弓／著者 メイト

中谷　真弓／著者 メイト

中谷　真弓／著者 メイト

中谷　真弓／著者 メイト

中谷　真弓／著者 メイト

中谷　真弓／著者 メイト

中谷　真弓／著者 メイト

中谷　真弓／著者 メイト

中谷　真弓／著者 チャイルド本社

中谷　真弓／著者 メイト

中谷　真弓／著者 メイト

砂上　史子／著者 メイト

中谷　真弓／著者 メイト

中谷　真弓／著者 メイト

中谷　真弓／著者 メイト

中谷　真弓／著者 メイト

中谷　真弓／著者 メイト

中谷　真弓／著者 メイト

千田　明美／編者 メイト

中谷　真弓／著者 メイト

中谷　真弓／著者 メイト

中谷　真弓／著者 メイト

中谷　真弓／著者 チャイルド本社

中谷　真弓／著者 メイト

ももたろう

もりもり食べて、元気いっぱい！

やさいのパーティ

はだかのおうさま

花さかじいさん

早ね早おき朝ごはん

びっくり！どっきり！マジックエプロン

ブレーメンのおんがくたい

○△□なーにかな？

ぞうのはなはなぜながい

ともだちほしいなおおかみくん

できるかな？元気いっぱいのおやくそく

とんでった麦わらぼうし

なんでも食べて元気いっぱい！

ねずみのよめいり

さるかに話

３びきのこぶた

　３びきのやぎとトロル

３びきのやぎのガラガラドン

ジャックと豆の木

じょうずに避難できるかな

かくれんぼ

カレーでおんど

きたかぜとたいよう

金のがちょう

くいしんぼゴリラ

こぶとりじいさん

おいしい○△□レストラン

おおかみと７ひきのこやぎ

おおきなかぶ

おかしのほしのくいしんぼう

おむすびころりん

　かいじゅうくんの食育エプロンシアター
　食べものいっぱいエプロンシアター

★ エプロンシアター　

タ　イ　ト　ル

あかずきん

あわぶくかいじゅうモクモクだい！

うさぎとかめ

うらしまたろう
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作　者 出版社（出典） 備　考

河合　勝 メイト

河合　勝 メイト

河合　勝 メイト

河合　勝 メイト

河合　勝 メイト

河合　勝 メイト

河合　勝 メイト

河合　勝 メイト

河合　勝 メイト

河合　勝 メイト

河合　勝 メイト

河合　勝 メイト

河合　勝 メイト

出版社（出典）

メイト

メイト

メイト

メイト

メイト

出版社（出典）

クロコダイルクリーク

ゆかいななかまセット
おに、まほうつかい、ピーター、ロビン、
スリム、インディアン、医者、どろぼう、
看護婦、おまわりさん

★ 人形　

タ　イ　ト　ル 備　考

かいじゅうたちのいるところ チャッピー、バーナード、マックス、モイシャ

せんせいとおともだちセット
まきお先生、はるみ先生、きみえ（年長）、
どん太（年長）、たけし（年長）、はなこ（年長）、
しんいち（年少）、みえ（年少）

どうぶつセットⅠ
ライオン、うさぎ、くま、ぶた、ぞう、
ねこ、いぬ、さる、ねずみ、かえる

どうぶつセットⅡ
おおかみ、ろば、きつね、りす、にわとり、
あひる、たぬき、ぶた①、ぶた②、かめ

リズムボール

★ 指人形　

タ　イ　ト　ル 備　考

かぞくセット
おじいさん、おばあさん、おとうさん、
おかあさん、せんせい、男の子①、
男の子②、女の子①、女の子②、あかちゃん

飛び出すたこやきマントマン

なかよしうさぎ

びっくりロープ

ふしぎなボール

フルーツカード

ゆかいなうさぎ

あひるの親子

おもしろどうぶつブック

ごきげんくまさん

動物あてカード

トークフラワー

とびうつるハンカチ

★ トークマジックセット

タ　イ　ト　ル

13


