
対象年齢 タ　イ　ト　ル 作　者 出版社（出典） 備　考

ありとすいか たむら　しげる／作・絵 ポプラ社

おっぱい みやにし　たつや／作・絵 鈴木出版

おべんとうバス 真珠　まりこ／作・絵 チャイルド本社

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

ころころころ 元永　定正／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/文
やぎゅう　げんいちろう/絵 福音館書店

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

なにをたべてきたの？ 岸田　衿子／文 佼成出版社

ねずみくんのチョッキ なかえ　よしを／作 ポプラ社

ぼくのくれよん 長　新太／おはなし・え 講談社

もこもこもこ 谷川　俊太郎／作 文研出版

あめのひのえんそく 間瀬　なおかた／作・絵 チャイルド本社

いたずらラッコとおなべのほし 神沢　利子／文 あかね書房

いもほりバス 藤本　ともひこ／作・絵 鈴木出版

おこだでませんように くすのき　しげのり／作 小学館

おばけのてんぷら せな　けいこ／作・絵 ポプラ社

おまえうまそうだな 宮西　達也／作・絵 ポプラ社

からすのパンやさん かこ　さとし／絵・文 偕成社

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

きょうりゅうのおおきさ 冨田　幸光／監修 チャイルド本社

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

ぐりとぐら なかがわ　りえこ／さく 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

ことわざのえほん 西本　鶏介／編・文 鈴木出版

三びきのこぶた 瀬田　貞ニ／やく 福音館書店

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

すてきな三にんぐみ トミー＝アンゲラー／さく 偕成社

せんろはつづく 竹下　文子／文 金の星社

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

分　館
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★ 大型絵本　

０歳～

幼児～
（３歳～）
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ちいさなくれよん 篠塚　かをり／作 金の星社

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

つきよのくじら 戸田　和代／作 鈴木出版

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

にゃーご 宮西　達也／作・絵 鈴木出版

はじめてのおつかい 筒井　頼子／さく 福音館書店

へんしんトンネル あきやま　ただし／作・絵 金の星社

もぐらバス 佐藤　雅彦／原案 偕成社

うさぎのくれたバレエシューズ 安房　直子／文 小峰書店

ウララちゃんのたんじょうび 山本　なおこ／作 ポプラ社

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

おじいちゃんのごくらくごくらく 西本　鶏介／作 鈴木出版

きたきつねのゆめ 手島　圭三郎／画・文 リブリオ出版

しげちゃん 室井　滋／作 金の星社

花さき山 斎藤　隆介／作 岩崎書店

半日村 斎藤　隆介／作 岩崎書店

ひさの星 斎藤　隆介／作 岩崎書店

小学生～

幼児～
（３歳～）
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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

はい、タッチ 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

おだんごころころ 坪田　譲治／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

おうさまさぶちゃん 馬場　のぼる／脚本･絵 童心社 12場面

おとうさん 与田　凖一／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

★ パネルシアター　

作　者 出版社（出典） 備　考

月下　和恵／作・絵 アイ企画

月下　和恵／作・絵 アイ企画

月下　和恵／作・絵 アイ企画

月下　和恵／作・絵 アイ企画

古宇田　亮順／著 メイト

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 学研

中谷　真弓／著者 メイト

陰山　英男／著者 メイト

   おいしい○△□レストラン

   くいしんぼごりら

   ともだちほしいなおおかみくん

ねずみのすもう

ねずみのよめいり

早ね早おき朝ごはん

３びきのやぎとトロル

タ　イ　ト　ル

うさぎとかめ

おおきなかぶ

３びきのこぶた

３びきのこぶたと交通安全

★エプロンシアター

★大型紙芝居

０歳～

幼児～
（３歳～）

小学生～

タ　イ　ト　ル

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　なつのうた

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　ふゆのうた

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
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作　者 出版社（出典） 備　考

藤田　浩子・小林　恭子／作 一声社
①おばあさんとぶた、②変身泥
棒（サンタクロース編付き）、おま
けミニ絵本

藤田　浩子・小林　恭子／作 一声社

①いないいないばあ（犬、ウサ
ギ、サル、おばけ）、②コートのお
はなし（ドレス編付）、おまけミニ
絵本

藤田　浩子・小林　恭子／作 一声社

①わらぶき屋根の家、②林の中
から、
③くるくる変わり絵（にわとり編、
ちょうちょ編）、おまけミニ絵本

藤田　浩子・小林　恭子／作 一声社
①リスとドングリ、②レストラン、
おまけミニ絵本

藤田浩子のおはなしの小道具セット②

藤田浩子のおはなしの小道具セット③

藤田浩子のおはなしの小道具セット④

★小道具セット

タ　イ　ト　ル

藤田浩子のおはなしの小道具セット①
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