
書名 副書名・シリーズ名 著者名 出版年 出版者

天の川にかかるはし 行事の由来かみしばい 小野／和子∥文 狩野／富貴子∥画 1995 教育画劇

こいのぼりさんありがとう 行事の由来かみしばい 桜井／信夫∥作 多田／ヒロシ∥画 1995 教育画劇

おひなさまになったにんぎょう 行事の由来かみしばい 東川／洋子∥作 きよしげ／のぶゆき∥画 1995 教育画劇

おにとおひゃくしょうさん 行事の由来かみしばい 瀬尾／七重∥作 倉橋／達治∥画 1995 教育画劇

としがみさまとおしょうがつ 行事の由来かみしばい やすい／すえこ∥作 鈴木／博子∥画 1995 教育画劇

くつしたのなかのプレゼント 行事の由来かみしばい 間所／ひさこ∥作 ふりや／かよこ∥画 1995 教育画劇

ないたあかおに 新版浜田ひろすけ紙芝居全集 浜田　ひろすけ∥作 野村　たかあき∥絵 浜田　留美∥監修 2007 教育画劇

よぶこどり 新版浜田ひろすけ紙芝居全集 浜田　ひろすけ∥作 あきくさ　あい∥絵 浜田　留美∥監修 2007 教育画劇

むくどりのゆめ 新版浜田ひろすけ紙芝居全集 浜田　ひろすけ∥作 さとう　めぐみ∥絵 浜田　留美∥監修 2007 教育画劇

子ざるのかげぼうし 新版浜田ひろすけ紙芝居全集 浜田　ひろすけ∥作 なかむら　しんいちろう∥絵 浜田　留美∥監 2007 教育画劇

りゅうのめのなみだ 新版浜田ひろすけ紙芝居全集 浜田　ひろすけ∥作 陣崎　草子∥絵 浜田　留美∥監修 2007 教育画劇

ひかりの星 新版浜田ひろすけ紙芝居全集 浜田　ひろすけ∥作 大畑　いくの∥画 浜田　留美∥脚色 2007 教育画劇

おおきくおおきくおおきくなあれ 年少版かみしばい・ひまわりシリーズ まついのりこ／脚本・画 1983 童心社

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 2009 童心社

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 2009 童心社

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 2009 童心社

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 2009 童心社

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 2006 童心社

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 2006 童心社

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 1998 童心社

これはりんご 中川ひろたかシリーズ 中川／ひろたか∥脚本 和歌山／静子∥画 1997 童心社

どんぐりとやまねこ 宮沢賢治かみしばいの森 堀尾/青史∥脚本 渡辺／有一∥画 1996 童心社

やまなし 宮沢賢治かみしばいの森 桜井/信夫∥脚本 津田／櫓冬∥画 1996 童心社

よだかのほし 宮沢賢治かみしばいの森 国松/俊英∥脚本 篠田/三朗∥画 1996 童心社

てぶくろをかいに 新美南吉童話名作集 堀尾/青史∥脚本 二俣／英五郎∥画 1994 童心社

ごんぎつね 新美南吉童話名作集 清水/たみ子∥脚本 長野／ヒデ子∥画 1994 童心社

ぬすびととこひつじ 新美南吉童話名作集 千世/まゆ子∥脚本 藤田／勝治∥画 1994 童心社

きつねのつかい 新美南吉童話名作集 泉/啓子∥脚本 篠田/三朗∥画 1995 童心社

おつきさんにばけたいの 新美南吉童話名作集 新美/南吉∥原作三谷/亮子∥脚本 長野／ヒデ子∥画 1997 童心社

うみにしずんだおに 松谷みよ子民話珠玉選 松谷／みよ子∥脚本 二俣／英五郎∥画 1973 童心社

したきりすずめ 松谷みよ子民話珠玉選 松谷／みよ子∥脚本 堀内／誠一∥画 1973 童心社

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 1973 童心社

りゅうぐうのよめさん 松谷みよ子民話珠玉選 松谷／みよ子∥脚本 遠藤／てるよ∥画 1973 童心社

うりこひめとあまのじゃく 松谷みよ子民話珠玉選 松谷／みよ子∥脚本 梶山／俊夫∥画 1973 童心社

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 1991 童心社

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 1971 童心社

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 1969 童心社

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 1970 童心社

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 1998 童心社

なぞなぞむこどん ゆかいな民話選 佐藤／義則∥脚本 久米／宏一∥画 1980 童心社

かっぱのすもう わらいばなしがいっぱい 渋谷／勲∥脚本 梅田／俊作∥画 1984 童心社

かっぱのすもう 渋谷／勲∥脚本 梅田／俊作∥画 1984 童心社

ねずみきょう わらいばなしがいっぱい 武士田／忠∥脚本 渡辺／有一∥画 1984 童心社

ねずみきょう 武士田／忠∥脚本 渡辺／有一∥画 1984 童心社

あんもちみっつ わらいばなしがいっぱい 水谷／章三∥脚本 宮本／忠夫∥画 1984 童心社

へっこきよめさま おもしろむかしばなし選 水谷／章三∥脚本 藤田／勝治∥画 2005 童心社

ももたろう むかしばなし名作選 松谷／みよ子∥脚本 二俣／英五郎∥画 1998 童心社

かにむかし むかしばなし名作選 田畑／精一∥脚本・画 2006 童心社

ふるやのもり おもしろ民話選 水谷章三／脚本　金沢佑光／画 1989 童心社

ゆきおんな おばけがいっぱい 桜井信夫 脚本　箕田源二郎 絵 1982 童心社

おだんごころころ 紙芝居ベストセレクション第２集 坪田譲治 作　二俣英五郎 画 2000 童心社

てんぐのかくれみの ひゅ～どろどろおばけセット 常光　徹∥脚本 長野ヒデ子∥絵 2012 童心社

うばすて山 かみしばいぐんぐんのびのびいきるちから 岩崎京子∥脚本　長野ヒデ子∥絵 2011 童心社

うなぎにきいて 桂文我落語紙芝居 桂／文我∥脚本 長谷川／義史∥絵 2005 童心社

さらやしきのおきく 桂文我落語紙芝居 桂　文我／脚本　久住卓也／絵 2004 童心社

ながぐつをはいたねこ ペロー∥原作　堀内誠一∥脚本 2011 童心社

てぶくろ おもしろむかしばなし選 ウクライナ民話　堀尾青史／脚本　箕田美子／画 1979 童心社

まるぱんころころ 世界のおはなし傑作選 ロシア民謡　川崎／大治∥作 鈴木／寿雄∥画 1965 童心社

おとうさん スマトラの民話　与田凖一 脚本　田畑精一 画 1998 童心社

きたかぜのくれたテーブルかけ ノルウェーの昔話　川崎大治 脚本　桜井 誠 画 1998 童心社

ひよこちゃん 童心社のベスト紙芝居　ぴよぴよ５ チャコフスキー/原作　小林純一/脚本　二俣英五郎/画 1987 童心社



書名 副書名・シリーズ名 著者名 出版年 出版者

うまうままんま ぱくぱくもぐもぐ－あかちゃんからの食育かみしばい－ 長野　ヒデ子∥脚本　絵 2008 童心社

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 2012 童心社

おむすびくん おひさまこんにちは年少向 とよたかずひこ／脚本・絵 2009 童心社

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 2005 童心社

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 2006 童心社

にらめっこしましょあっぷっぷ！ みんないっしょに、うれしいな！－子ども参加かみしばい－ 長野　ヒデ子∥脚本　絵 2007 童心社

ネコのおてがみ ネコになってあそぼう 長野　ヒデ子∥脚本　画 1996 童心社

ネコのおりょうり ネコになってあそぼう 長野　ヒデ子∥脚本　画 長野　さらだ∥作曲 1997 童心社

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 1998 童心社

ぼくのおうちは？ ぴかぴかセット 中川　ひろたか∥脚本 長野　ヒデ子∥絵 2000 童心社

ごきげんのわるいコックさん ひろがるせかい　第2集 まつい／のりこ∥脚本・画 ひょうしぎ∥脚本・画 1985 童心社

あひるのおうさま 紙芝居ベストセレクション　第1集 堀尾／青史∥脚本 田島／征三∥画 1970 童心社

ふうたのはなまつり かみしばいにこにこセット あまん／きみこ∥作 山中／冬児∥画 1993 童心社

まるいものなーんだ とよたかずひこシリーズ とよた  かずひこ∥脚本  絵 2006 童心社

でてこい　こい！ みんないっしょに、うれしいな！－子ども参加かみしばい－ 間所　ひさこ∥脚本 土田　義晴∥絵 2007 童心社

にげたくれよん ぴよぴよシリーズ 八木田／宜子∥作 田畑／精一∥絵 1973 童心社

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 キム　ファン∥脚本 後藤　範行∥絵 2011 童心社

だんごむしのころちゃん　 だいすき！ちいさないきもの 高家博成 || 脚本　仲川道子 || 画 1997 童心社
ぼくはかぶとむし だいすき！ちいさないきもの 渡辺享子 || 脚本/画 1997 童心社
ひみつのザリガニ だいすき！ちいさないきもの 杉浦宏 || 脚本　黒川光広 || 画 1997 童心社
トンボのトンちゃんかくれんぼ　 だいすき！ちいさないきもの 矢野亮 || 脚本　近藤周平 || 画 1997 童心社
カマキリのぼうけん　 だいすき！ちいさないきもの 江川多喜雄 || 脚本　藤本四郎 || 画 1997 童心社
げんきなこうさぎピピン　 だいすき！ちいさないきもの わしおとしこ || 脚本　山本まつ子 || 画 1997 童心社
どんぐりのあかちゃん　 だいすき！ちいさないきもの 島本一男 || 脚本　若山憲 || 画 1997 童心社
ももたろう　 松谷みよ子民話珠玉選　第二集 二俣英五郎 || 画　　松谷みよ子 || 脚本 1998 童心社
竜王の玉　前編 松谷みよ子民話珠玉選　第二集 藤田勝治 || 画　松谷みよ子 || 脚本 1998 童心社
竜王の玉　後編　 松谷みよ子民話珠玉選　第二集 藤田勝治 || 画　　松谷みよ子 || 脚本 1998 童心社
六月のむすこ 松谷みよ子民話珠玉選　第二集 石倉欣二 || 画　松谷みよ子 || 脚本 1998 童心社
くわず女房 松谷みよ子民話珠玉選　第二集 長野ヒデ子 || 画　　松谷みよ子 || 脚本 1998 童心社
天の石屋戸　 日本の神話シリーズ１ 西野綾子 || 脚本　黒田征太郎 || 絵　長野ヒデ子 || 監修 2013 かみありづき

やまたのおろち 日本の神話シリーズ２ 西野綾子 || 脚本　長野ヒデ子 || 絵　長野ヒデ子 || 監修 2013 かみありづき

イナバのしろうさぎ 日本の神話シリーズ３ 西野綾子 || 脚本　長野ヒデ子 || 絵　長野ヒデ子 || 監修 2013 かみありづき

根の国のものがたり 日本の神話シリーズ４ 西野綾子 || 脚本　渡辺享子 || 絵　長野ヒデ子 || 監修 2013 かみありづき

小さな神さま 日本の神話シリーズ５ 西野綾子 || 脚本　やべみつのり || 絵　長野ヒデ子 || 監修 2013 かみありづき

国ゆずりのものがたり 日本の神話シリーズ６ 西野綾子 || 脚本　スズキコージ || 絵　長野ヒデ子 || 監修 2013 かみありづき

うめぼしさん 神沢利子メルヘンかみしばい 神沢利子 || 脚本　ましませつこ || 画 2005 童心社
くまの子ウーフのかいすいよく 神沢利子メルヘンかみしばい 神沢利子 || 脚本　井上洋介 || 画 2005 童心社
バーバちゃんのおみまい　 神沢利子メルヘンかみしばい 神沢利子 || 脚本　山本まつ子 || 画 2005 童心社
ふーちゃんのそり 神沢利子メルヘンかみしばい 神沢利子 || 脚本　梅田俊作 || 画 2005 童心社
ぽっぷのしっぽ 神沢利子メルヘンかみしばい 神沢利子 || 脚本　駒井啓子 || 画 2005 童心社
あかずきんちゃん 世界の名作・第１集 グリム || 原作　小林純一 || 脚本　篠崎三朗 || 画 2006 童心社
三びきのこぶた 世界の名作・第１集 川崎大治 || 脚本　福田岩緒 || 画 2006 童心社
ジャックとまめのき 世界の名作・第１集 堀尾青史 || 脚本　かみやしん || 画 2006 童心社
はだかのおうさま 世界の名作・第１集 アンデルセン || 原作　川崎大治 || 脚本　夏目尚吾 || 画 2006 童心社
そんごくうだいかつやく 世界の名作・第１集 呉承恩 || 原作　川崎大治 || 脚本　藤本四郎 || 画 2006 童心社
しらゆきひめ 世界の名作・第１集 グリム || 原作　八木田宜子 || 脚本　藍野純治 || 画 2006 童心社
ひゃくまんびきのねこ 童心社のベスト紙芝居 ガァグ || 原作　高橋五山 || 脚色　山本哲夫 || 画 2005 童心社
オッペルとぞう 童心社のベスト紙芝居 宮沢賢治 || 原作　堀尾青史 || 脚本　油野誠一 || 画 2005 童心社
おおかみのおうさま 童心社のベスト紙芝居 川崎大治 || 作　小谷野半二 || 画 2005 童心社
かいじゅうトドラ・トットコ 童心社のベスト紙芝居 半沢一枝 || 作　仲川道子 || 画 2005 童心社
ハボンスのしゃぼん玉 童心社のベスト紙芝居 豊島与志雄 || 原作　桜井誠 || 画 2005 童心社
うしかたとやまんば 童心社のベスト紙芝居 坪田譲治 || 作　福田庄助 || 画 2005 童心社
やぎじいさんのバイオリン 童心社のベスト紙芝居 ハリス || 原作　堀尾青史 || 脚色　岡野　和 || 画 2005 童心社
三びきのこねこ 童心社のベスト紙芝居 ステーエフ || 原作　小林純一 || 脚本　若山憲 || 画 2005 童心社
池にうかんだびわ 童心社のベスト紙芝居 川崎大治 || 脚本　小谷野半二 || 画 2005 童心社
さるとかに 日本名作おとぎばなし　むかしむかしあったとさ 松谷みよ子 || 脚本　西巻茅子 || 画 2006 童心社
はなさかじいさん　 日本名作おとぎばなし　むかしむかしあったとさ 与田準一 || 脚本　岡野和 || 画 2006 童心社
うらしまたろう　 日本名作おとぎばなし　むかしむかしあったとさ 若林一郎 || 脚本　西山三郎 || 画 2006 童心社
かぐやひめ　 日本名作おとぎばなし　むかしむかしあったとさ 岩崎京子 || 脚本　遠藤てるよ || 画 2006 童心社
ももたろう　 日本名作おとぎばなし　むかしむかしあったとさ さねとうあきら || 脚本　石倉欣二 || 画 2006 童心社
じいさまときつね　 日本民話かみしばい選　おばけがいっぱい 増田尚子 || 脚本　二俣英五郎 || 画　松谷みよ子 || 監修 2006 童心社
ゆきおんな　 日本民話かみしばい選　おばけがいっぱい 松井信夫 || 脚本　箕田源二郎 || 画　松谷みよ子 || 監修 2002 童心社
おににさらわれたあねご　 日本民話かみしばい選　おばけがいっぱい 水谷章三 || 脚本　須々木博 || 画　松谷みよ子 || 監修 2006 童心社
のっぺらぼう　 日本民話かみしばい選　おばけがいっぱい 渋谷勲 || 脚本　小沢良吉 || 画　松谷みよ子 || 監修 2002 童心社
たのきゅう　 日本民話かみしばい選　おばけがいっぱい 渋谷勲 || 脚本　藤田勝治 || 画　松谷みよ子 || 監修 2002 童心社



書名 副書名・シリーズ名 著者名 出版年 出版者

ばけものでら　 日本民話かみしばい選　おばけがいっぱい 水谷章三 || 脚本　宮本忠夫 || 画　松谷みよ子 || 監修 2002 童心社
リーダー・サルのちえ ルパニンガル・チャマリ || 絵　　森ときえ || 脚本 2015
高野聖（前編） 泉鏡花 || 原作　　かなざわ紙芝居倶楽部 || 脚本・絵 かなざわ紙芝居倶楽部

高野聖（後編） 泉鏡花 || 原作　　かなざわ紙芝居倶楽部 || 脚本・絵 かなざわ紙芝居倶楽部

杉田玄白『解体新書』ものがたり これき人物シリーズ こども歴史文化館 || 作　おくだようこ || 絵 2017 こども歴史文化館

市川新松 水晶ものがたり これき人物シリーズ こども歴史文化館 || 作　おくだようこ || 絵 2019 こども歴史文化館

泰澄ものがたり‐白山を開く‐ これき人物シリーズ7　紙しばい編① こども歴史文化館 || 作　おくだようこ || 絵 2016 こども歴史文化館

マジックの王様　～松旭斎天一の一代記～　 これき人物シリーズ9　紙しばい編③ こども歴史文化館 || 作　おくだようこ || 絵 2018 こども歴史文化館

ぶす　狂言紙芝居 長野ヒデ子∥脚本　　　本多ちかこ || 絵 2018 鈴木出版株式会社

ころんこっつんこ こがようこ∥脚本　　　和歌山静子 || 絵 2018 童心社
水晶学者市川新松先生　 ふるさとの偉人紙芝居 むねちかそうすけ || 作　つかさきけいこ ||　絵 2019 宗近惣助
「越前のたからもの」偉人渡辺洪基　 越前市の偉人シリーズ 武生ライオンズクラブ || 監修　　森ときえ || 脚本/絵 2017 武生ライオンズクラブ

「天皇の料理番」偉人秋山徳蔵　 越前市の偉人シリーズ 武生ライオンズクラブ || 監修　　森ときえ || 脚本/絵 2017 武生ライオンズクラブ

おはいんなさい！ おひさまこんにちは　年少向 さいとうしのぶ || 脚本・絵 2020 童心社
どうぶつどっちがどっち？ キム・ファン || 脚本　ひだのかな代 || 絵 2019 童心社
おまんじゅうのすきなとのさま　 童心社のかみしばい 日下部由美子∥脚本　篠崎三朗∥画 1995 童心社
三月十日のやくそく 早乙女勝元 || 脚本　伊藤秀男 || 絵 2021 童心社
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 2002 童心社
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 2007 童心社
うらしまたろう　 とびだすかみしばい 鈴木幸枝 || 絵　水橋晋 || 編集 1986 学研
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 2005 童心社
おおきくなったら　 おひさまこんにちは　年少向 とよたかずひこ || 脚本・絵 2021 童心社
夏のいしゃ　 桂文我　大わらい落語紙芝居　改訂新版 桂文我 || 脚本　梶山俊夫 || 絵 2021 童心社
となりのさくら　 桂文我　大わらい落語紙芝居　改訂新版 桂文我 || 脚本　長野ヒデ子 || 絵 2021 童心社
こねこのしろちゃん 堀尾青史 || 脚本　和歌山静子 || 絵 1983 童心社
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 2011 童心社
おにぎりさんきょうだい　 おもしろゆかいなたべもの紙芝居 つぼいじゅり∥作・絵 2016 教育画劇
ロールパンのろうるさん　 おもしろゆかいなたべもの紙芝居 小山友子∥作・絵 2016 教育画劇
ドッカーン！カレーのしま　 おもしろゆかいなたべもの紙芝居 本田雅也∥作　　　はしあさこ || 絵 2016 教育画劇
ありがとうごちそうさま　 年少向　食育かみしばい　たべるのだーいすき！　食べ物への感謝 わしおとしこ∥作　　　すなやまえみこ || 絵 2013 教育画劇
ごっくん！なにをのもうかな　 年少向　食育かみしばい　たべるのだーいすき！　飲み物 藤巻吏絵∥作　　　佐藤繁 || 絵 2013 教育画劇
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 2013 教育画劇
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 2013 教育画劇
おうちはどこだ？　 教育画劇のかみしばい 小山友子∥作／絵 2013 教育画劇
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 2013 教育画劇
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 1987 童心社
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 1987 童心社
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 1987 童心社
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 1987 童心社
めいたんていこん・ぴゅうたろう　１　わらいとユーモア大行進　きえたたまごのまき 多田ヒロシ∥作 1984 童心社
めいたんていこん・ぴゅうたろう　２　わらいとユーモア大行進　なくなったおさいせんのまき 多田ヒロシ∥作 1982 童心社
きつねとごんろく　 わらいとユーモア大行進 馬場のぼる∥作 1982 童心社
ふみちゃんだいしっぱい　 わらいとユーモア大行進 今村洋子∥作 1984 童心社
きょうりゅうかみなりぼうや　 わらいとユーモア大行進 伊東章夫∥作 1982 童心社
へんてこおじさん　 わらいとユーモア大行進 前川かずお∥作 1982 童心社


