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行事（節分）

書名 著者 資料コード

1 うさぎのみみちゃんおにはそとー! 間所 ひさこ／作，新野 めぐみ／画 156406765

2 おにとおひゃくしょうさん　 瀬尾 七重／作，倉橋 達治／画　 153340842

3 おにとふくのかみ 千田 一彦／脚本，福田 庄助／絵　 159185137

4 おにはーそと!　 すぎのこ保育園／脚本，長谷川 知子／絵 156447832

5 おにはそとふくはうち　 わしお としこ／作，はせがわ かこ／絵 157261396

6 せつぶんってなに?　 しらかた みお／脚本・絵 156517898

7 つのがきえたあかおに 高木 あきこ／文，倉石 琢也／画　 154475004

8 なぜ、せつぶんに豆をまくの? 国松 俊英／脚本，藤田 勝治／絵　 156410463

9 ふくはうちおにもうち 藤田 勝治／脚本・画 155054721

10 ふくちゃんはおうち 水谷 章三／脚本，まえだ けん／画　 152837905

11 まめっこぽりぽりおにはそと! 渡辺 節子／作，間瀬 なおかた／画 156456481

12 まめまきまかせて! 苅田 澄子／脚本，くすはら 順子／絵　 158468260

13 むかしむかしおにがきた 清水 たみ子／作，安井 康二／画 153340969

行事（ひなまつり）

1 おひなさまがうまれたよ！ 冬野 いちこ／作 画 156406774

2 おひなさまになったにんぎょう 東川 洋子／作，きよしげ のぶゆき／画 153340833

3 おひなさまのないしょばなし ゆうき えみ／文，鈴木 幸枝／画 154475013

4 きつねといっしょにひなまつり こわせ たまみ／作，相沢 るつ子／画　 153340662

5 なぜ、おひなさまをかざるの? 三谷 亮子／脚本，川上 尚子／絵　 156410472

6 ひなにんぎょうのむかし 小野 和子／作，池田 げんえい／画　 153340653

7 ひなまつりのおともだち かとう ようこ／作 絵 157261404

8 ぼくのひなまつり やすい すえこ／作，鈴木 幸枝／画　 153340725

9 ポンコちゃんのおひなさま　 ひろかわ さえこ／脚本・絵　 158468233

10 みんなでつくったおひなさま 柳瀬 由里子／作，高瀬 のぶえ／画 153340978

11 むかーしむかしのひなあられ 松岡 節／作，毛利 将範／画　 156456490

12 もものせっくのおきゃくさま 堀内 純子／作，田沢 春美／画　 153340716

13 るることおひなさま 林原 玉枝／作，鈴木 博子／画 153340680

行事（たなばた）

1 天の川にかかるはし 小野 和子／文，狩野 富貴子／画　 153340815

2 うさぎのみみちゃんたなばたまつり 間所 ひさこ／作，新野 めぐみ／画 156406800

3 こぎつねたっくんのたなばたさま 茂市 久美子／作，津田 直美／画 153340590

4 こねこの七夕まつり 間所 ひさこ／脚本，藤本 四郎／絵　 156406846

5 たなばたのおはなし 北田 伸／脚本，降矢 洋子／絵 156716996

6 たなばたのおはなし 西本 鶏介／作，工藤 市郎／画　 153340905

7 たなばたのこねこ 古山 広子／脚本，長谷川 知子／絵　 156408574

　　　　禁帯出の紙芝居リスト　　



8 たなばたものがたり 北田 伸／脚本，三谷 靱彦／画　 155251399

9 たんざくにおねがいかいて 木暮 正夫／作，岡村 好文／画 153340572

10 どうぶつむらのたなばたまつり 一條 めぐみ／絵 157261422

11 なぜ、七夕にささかざりをするの? 若山 甲介／脚本，藤田 ひおこ／絵 156410490

12 ななちゃんのたなばた やすい すえこ／脚本，うすい あきこ／絵　 158468206

13 ねがいごとはないしょのひみつ 山本 和子／作，尾崎 曜子／画 153340626

14 はたおりぼしとひこぼし 堀尾 青史／脚本，金沢 佑光／画 154154668

15 もっともっとよかったな 矢崎 節夫／作，岡本 美子／画 153340617

16 りゅうになったおむこさん 今関 信子／脚色，西村 達馬／画 153340545

行事（クリスマス）

1 いちばんはじめのクリスマスケーキ 矢部 美智代／作，秋里 信子／画 156456526

2 いちばんはじめのサンタクロース 足沢 良子／作，岸田 耕造／画　 153340950

3 おたんじょうびはクリスマス 立原 えりか／作，きよしげ のぶゆき／画 153340464

4 くーすけのクリスマス やすい すえこ／作，土田 義晴／画　 156406837

5 くつしたのなかのプレゼント　 間所 ひさこ／作，ふりや かよこ／画 153340824

6 クリスマスなんかだいっきらい! 山崎 陽子／作，大和田 美鈴／画　 153340536

7 クリスマスのかねのおと R.M.オールデン／原作，宗方 あゆむ／脚色，藤田 ひおこ／画 153340509

8 クリスマスのこいぬ 堀尾 青史／作，鈴木 琢磨／画 153340752

9 クリスマスのてがみ ステーエフ／原作，小林 純一／脚本，高橋 透／画 153340761

10 こうさぎのクリスマスツリー 渡辺 享子／脚本・絵 154975117

11 こぐまのクリスマス 堀尾 青史／脚本，久保 雅勇／画 153908806

12 サンタクマーズがこないわけ 塩田 守男／作 画 153340446

13 サンタクロースのおくりもの 東川 洋子／文，鈴木 博子／画 154474988

14 サンタサンタサンタ　 つちだ よしはる／脚本・絵 156469973

15 サンタさんはおおいそがし 川田 百合子／脚本，都丸 つや子／脚本，富永 秀夫／画 153908815

16 サンタのすず　 古山 広子／脚本，鈴木 琢磨／画　 153340770

17 どうぶつ山のクリスマス わたり むつこ／作，久保 雅勇／画 153340789

18 トボンとプクンのクリスマス 野村 るり子／原作，堀尾 青史／脚本，金沢 佑光／画 153340798

19 ドロロンクリスマス いとう かな／絵 157261440

20 なぜ、クリスマスツリーをかざるの? 岩倉 千春／脚本，アリマ ジュンコ／絵 156410517

21 のねずみチッポのクリスマス 宮西 いづみ／作，沢田 あきこ／画 153340482

22 ふたりのおばあさんのプレゼント　 香山 美子／脚本，篠崎 三朗／画 152838003

23 ふたりのサンタ 西内 ミナミ／脚本，むかい ながまさ／画 152837860

24 みつごのこぶたのクリスマス　 はせがわ さとみ／脚本，いちかわ なつこ／絵 158468288

25 メリークリスマスってなんのこと 池上 摩里子／脚本，若山 憲／画 153340743

26 よいしょよいしょ　新版 まつい のりこ／脚本・絵　 156469991

27 わすれんぼうのサンタさん 堀尾 青史／脚本，徳田 徳志芸／画 153908824

行事（子どもの日）

1 くーすけのこいのぼり やすい すえこ／作，土田 義晴／画 156406783



2 げんきがでるよかしわもち 山本 省三／作 画 156456508

3 こいのぼりさんありがとう 桜井 信夫／作，多田 ヒロシ／画 153340806

4 こどものひはおおさわぎ! 鈴木 アツコ／作 絵 157261413

5 ちまきまきまき 土田 義晴／脚本・絵　 160025385

6 どうしてこいのぼりあげるの 吉野 弘子／作，高見 八重子／画 153340879

7 なぜ、おふろにしょうぶをいれるの? 常光 徹／脚本，伊藤 秀男／絵 156410481

8 まいごのこいのぼり 石井 聖岳／脚本・絵 158468251

9 もちもちともだち すとう あさえ／脚本，山口 マオ／絵　 159218400

行事（誕生日）

1 コッコさんとバースデーケーキ 神沢 利子／脚本，垂石 真子／絵 155285158

2 すてきなプレゼント 森内 直美／脚本，やべ みつのり／絵 154975441

3 せかい一大きなケーキ 古田 足日／作，田畑 精一／画 155054785

4 たんじょうびのプレゼント 村山 桂子／脚本，篠崎 三朗／絵　 155098345

5 ふたごのねずみネズくん!ミーちゃん! 冬野 いちこ／作 画 156406819

行事（お月見）

1 いのししのすもう 吉田 タキノ／文，篠崎 三朗／画 154474960

2 おつきさまとうさぎ 菱田 かづこ／作，いもと ようこ／画 153340914

3 コッコおばさんのおだんごパーティー 仲川 道子／脚本・絵 154975432

4 十五夜さま 渋谷 勲／脚本，藤田 勝治／画 152837824

5 つきみだんごとまほうのぼうし 山本 和子／作，菊地 清美／画 156456517

6 なぜ、お月さまにおそなえをするの? 渡辺 享子／脚本・絵 156410508

7 もりのおつきみ 千世 繭子／脚本，さとう あや／絵 158468305

行事（お正月）

1 くまたのねんがじょう わたり むつこ／脚本，山本 祐司／絵 155684335

2 おおみそかのおきゃくさま 矢崎 節夫／文，藤本 四郎／画 154474997

3 おしょうがつのおきゃくさん　改訂新版 渋谷 勲／脚本，藤田 勝治／絵 159185128

4 おひさま、あけましておめでとう! すとう あさえ／脚本，中谷 靖彦／絵　 158468189

5 たのしいおしょうがつ 高木 あき子／作，勝又 進／画 153340987

6 としがみさまとおしょうがつ やすい すえこ／作，鈴木 博子／画 153340851

7 としがみさまとおもち 小野 和子／作，西村 達馬／画 156456472

8 なぜ、かがみもちをかざるの? 千世 まゆ子／脚本，鈴木 びんこ／絵 156410454

9 山のみんなのおもちつき 広越 たかし／脚本，渡辺 有一／画 152837879

10 ゆめみこぞう 若林 一郎／脚本，藤田 勝治／絵 155228061

行事（運動会）

1 あかしろうんどうかい　 とよた かずひこ／脚本・絵 156447913

2 いちについてよーいどん 宮崎 二美枝／脚本，垂石 眞子／絵 159045880

3 うさぎとかめ やすい すえこ／文，秋里 信子／画 154474979

4 かけっこどん!　 ひろかわ さえこ／脚本・絵 158379692

5 くろわんしろわんよーいどん 伊東 美貴／作 画 156406828



6 たいいくのひだいすき! 宮本 えつよし／作 絵 156447977

7 だいすきうんどうかい 高橋 道子／脚本，水谷 基子／画　 152837851

行事（その他）

1 あさなのにまっくら（時の記念日） 安田 浩／作，ながよし かよ／画 153341003

2 おかあさんまだかな…（母の日） 福田 岩緒／脚本・絵 154975397

3 おばあちゃんありがとう（敬老の日） 村山 桂子／原作，教育画劇編集部／脚色，柿本 幸造／画 153341012

4 けいろうのひ いとう みき／作 絵 156447968

5 コロちゃんのえんそく大さわぎ 伊東 挙位／作，田沢 梨枝子／画　 153340932

6 さっちゃんのカーネーション（母の日） 高木 あきこ／作，高瀬 のぶえ／画 153340888

7 七五三おめでとう 安田 浩／作，チト・イトー／画 153340941

8 てるてるてるこさん（遠足） おおたか 蓮／脚本，山本 祐司／絵 158473930

9 とんとこもりのやくそく（文化の日） 浅沼 とおる／作 絵 156447931

10 ばしゃばしゃプール しらかた みお／脚本・絵 156902395

11 はたらいているみなさんありがとう! にへい たもつ／作，新井 洋行／絵　 156447940

12 ハロウィンしょうてんがい とみながまい/作・絵 160509090

13 はんぶんこのひ（春分の日・秋分の日） 塩田 守男／作 絵 156447959

14 ひるとよるがはんぶんずつの日（春分の日・秋分の日） 小春 久一郎／作，長島 克夫／画 153340996

15 ブーくんのおいもほり 田中 伸介／作 絵　 157261431

16 まあおばあさんありがとう（敬老の日） 今関 信子／脚本，長野 ヒデ子／画 152837815

17 ゆいちゃんとせいじんのひ 新井 悦子／文，剣持 晶子／絵 156447922

18 らいねんはなにどし?　改訂新版 上地 ちづ子／脚本，金沢 佑光／絵 159205873

卒園・入学

1 あしたのじゅんびできるかな 山本 祐司／脚本・絵 156970705

2 おともだちいっぱい いしばし しずこ／作，石橋 三宣／画 153340860

3 こんどはぼくがおにいさん 宮崎 二美枝／脚本，夏目 尚吾／絵 158169938

4 さよならおめでとう 千世 繭子／脚本，山本 祐司／絵 158169947

5 ひとりでできるよ 宮崎 二美枝／脚本，夏目 尚吾／絵 156970714

6 みんな1ねんせい いちかわ けいこ／脚本，中谷 靖彦／絵 156970723

7 もうじき一年生 長崎 源之助／脚本，渡辺 有一／絵 154975559

8 りょうまのもくば 新沢 としひこ／脚本，長野 ヒデ子／絵　 158169956

手話

1 みんなでぽん! まつい のりこ／脚本・絵　 158124603

2 UFOがやってきた まつい のりこ／脚本・絵 158124595

英語

1 おおきくおおきくおおきくなあれ　 まつい のりこ／脚本・絵 156910035

2 ひよこちゃん チュコフスキー／原作，小林 純一／脚本，二俣 英五郎／絵　 158379728

3 みんなでぽん! まつい のりこ／脚本・絵 156910044

4 やさしいおともだち 武田 雪夫／原作，瀬名 恵子／脚本・画 158379700

5 りんごくんのおうちはどこ? とよた かずひこ／脚本・絵 158379719



防犯

1 あかリボンちゃんきをつけて 中村 徹／作，中村 陽子／絵 156813321

2 いかのおすし にへい たもつ／作，たんじ あきこ／絵 156813277

3 うさぎおばけのパトロール 山本 省三／作・絵 156813295

4 しらないひとにきをつけて にへい たもつ／作，川端 理絵／絵 156813286

5 とまって!キットンくん 垣内 磯子／作，三枝 三七子／絵 156813303

6 まいごうさぎのポッキー 矢崎 節夫／作，鴨下 潤／絵 156813312

防災

1 あぶないねひこうききょうそう　 岡 信子／作，西村 達馬／画 156813222

2 あわてないあわてない 仲川 道子／脚本・絵　 157588781

3 いなむらの火 川崎 大治／脚本，降矢 洋子／絵 157588763

4 「おかしも」はかじのおやくそく 礒 みゆき／脚本・絵，原本 憲子／監修 158748827

5 おれさまは、カジノモト! 高橋 由為子／脚本・画 156816850

6 かめくんだいじょうぶ? 仲川 道子／脚本・画 156816841

7 けむりがでているよっ わしお としこ／脚本，多田 ヒロシ／画 156816878

8 けむりがモクモク 田沢 梨枝子／作 画 158444978

9 こわかったおかいもの 宗方 あゆむ／作，藤本 四郎／画 158444996

10 じしんがきたら… 山下 文男／脚本，伊東 章夫／画　 156816869

11 じしんなんかにまけないぞ! 山本 省三／作 画　 158445003

12 だいじだいじ ひろかわ さえこ／脚本・絵，原本 憲子／監修 158748836

13 だいちゃんのおかしなひなんくんれん 宮崎 二美枝／脚本，尾崎 曜子／画 156816832

14 台風がきたぞ 千世 繭子／脚本，久住 卓也／絵 157588772

15 たきびかいじゅうきえとくれ! 高木 あきこ／作，岡本 美子／画 156813231

16 ナナちゃん、ヨッちゃん、おちついて! 本田 カヨ子／作，田中 秀幸／画　 158444987

17 にげてにげてつなみがくるよ! やすい すえこ／脚本，鈴木 幸枝／絵，原本 憲子／監修 158748845

18 にんじゃせんせいいざまる 津田 真一／脚本，市居 みか／絵，原本 憲子／監修 158748854

19 ねぼすけチュータくんとおじさん 宮西 達也／作 画 156813259

20 はじめてのひなんくんれん 木暮 正夫／作，篠原 良隆／画　 158444950

21 ベルがならない 都丸 つや子／脚本，久保 雅勇／画 156816823

22 ぼくのてんぷらもえちゃった!　 宮本 えつよし／作 画 156813268

23 まっくらぐらぐら 高木 あきこ／作，間瀬 なおかた／画　 158444969

24 みんなでひなんくんれん いしばし しずこ／作，鈴木 幸枝／画 156813213

25 もしももしものもしもんが、きた! すとう あさえ／脚本，くすはら 順子／絵，原本 憲子／監修　 158748863

26 もりのホテルでひのようじん 花井 巴意／作，毛利 綾／画 156813240

27 れんしゅうしててよかったね 宮崎 二美枝／脚本，夏目 尚吾／絵，原本 憲子／監修 158748872

28 ワンタくんのしょうぼうし 小沢 正／作，水野 二郎／画 153341030

性教育

1 おしりのあなのはなし 東 市子／脚本，緒方 亮子／脚本，相野谷 由起／画 156527121

2 おなかのなかのわたし 東 市子／文，緒方 亮子／文，相野谷 由起／絵 156527149



3 きんたまのはなし 東 市子／脚本，緒方 亮子／脚本，相野谷 由起／画 156527112

4 ちんちんのはなし 東 市子／脚本，緒方 亮子／脚本，相野谷 由起／画 156527103

5 わたしがうまれるとき 東 市子／文，緒方 亮子／文，相野谷 由起／絵 156527130

6 わたしのはじまり 東 市子／文，緒方 亮子／文，相野谷 由起／絵 156527158

平和

1 おかあさんのうた 渡辺 享子／脚本・画 158928476

2 二度と 松井 エイコ／脚本・絵，日下部 茂子／編集 155594894

3 のばら 小川 未明／原作，堀尾 青史／脚本，桜井 誠／絵 155594885

4 平和のちかい 稲庭 桂子／脚本，佐藤 忠良／絵　 155594876

5 パネル紙芝居写真で学ぶ戦争と平和　1 草川 剛人／編 154347349

6 パネル紙芝居写真で学ぶ戦争と平和　2 草川 剛人／編 154347358

7 パネル紙芝居写真で学ぶ戦争と平和　3 草川 剛人／編 154347367

8 アンネフランクの希望 上地 ちづ子／脚本，小倉 玲子／絵 154347295

9 ベトちゃん・ドクちゃん 谷田川 和夫／原作，渡辺 泰子／脚本，相沢 るつ子／絵 154347303

10 原爆の子さだ子の願い 宮崎 二美枝／脚本，江口 準次／絵 154347312

11 白旗をかかげて 渡辺 享子／作・絵 154347321

12 元従軍慰安婦スボクさんの決心 渡辺 泰子／作，渡辺 皓司／絵　 154347330

落語

1 さぎとり 桂 文我／脚本，国松 エリカ／絵 155540947

2 さらやしきのおきく 桂 文我／脚本，久住 卓也／絵　 155540929

3 七どぎつね　 桂 文我／脚本，渡辺 有一／絵　 155540938

4 とまがしま 桂 文我／脚本，田島 征三／絵 155540956

5 めがねやとどろぼう 桂 文我／脚本，東 菜奈／絵 155540910

昔話

1 あかんぼばあさん 川崎　大治／脚本，金沢　佑光／画 152837761

2 あしながてなが かなだ たえ／文，さとみ ゆう／絵 158721619

3 あめたろう 神沢　利子／作，金沢　佑光／画 152837770

4 うまいものやま 佐々木 悦／脚本解説，箕田 源二郎／画 152838247

5 うまかたどんとたぬきのポンタ 菊地 ただし／文，塩田 守男／画 154967918

6 うみにしずんだおに 松谷 みよ子／脚本，二俣 英五郎／画 152834313

7 うらしまたろう 若林 一郎／脚本，西山 三郎／画 155149942

8 うりこひめとあまのじゃく 松谷 みよ子／脚本，梶山 俊夫／画　 152838283

9 おおきいねこちいさいねこ ときわ ひろみ／文，伊野 孝行／絵 158484938

10 おかあさんのはなし アンデルセン／原作，稲庭　桂子／脚本，岩崎　ちひろ／画 152837662

11 おだんごころころ 坪田 譲治／作，二俣 英五郎／画 155054794

12 おとうふさんのおみまい 大橋 慶子／文・絵 158484947

13 オニのごちそう 宮崎 二美枝／文，藤本 四郎／絵 158484956

14 おひゃくしょうとえんまさま 君島 久子／再話，堀尾 青史／脚本，二俣 英五郎／画 155054811

15 かぐやひめ 岩崎 京子／脚本，遠藤 てるよ／画 155149933



16 かさじぞう 松谷 みよ子／脚本，まつやま ふみお／画 152838300

17 かぜのかみとこども 渋谷 勲／脚本，わかやま けん／画 152838256

18 かにむかし 田畑 精一／作，木村 次郎／作 156003771

19 きたかぜのくれたテーブルかけ 川崎 大治／脚本，桜井 誠／画 155054758

20 きつねとごんろく 馬場 のぼる／作 155054767

21 きのこのばけもの 大塚 健太／文，くさか みなこ／絵 158721628

22 くじらのしま 新美 南吉／原作，堀尾 青史／脚本，穂積 肇／画　 152837806

23 くわず女房 松谷 みよ子／脚本，長野 ヒデ子／画　 154967288

24 けちくらべ 小野 和子／文，大和田 美鈴／画 154967864

25 こめだしえびすさま 新井 悦子／文，いわぶち さちこ／絵 158484965

26 こん助じいさまとえんま大王 わしお としこ／文，伊野 孝行／絵 158721637

27 さめにのまれたゲンナさん やすい すえこ／文，はた よしこ／画　 154967963

28 さるとかに 松谷 みよこ／脚本，西巻 茅子／画 155149924

29 サルとカニのもちつき 吉田 タキノ／文，くすはら 順子／画　 154967972

30 したきりすずめ 松谷 みよ子／脚本，堀内 誠一／画 152838319

31 しろいしか 江口　文四郎／原作，佐々木　悦／脚本 152837734

32 せんとくのおかね 佐々木 悦／脚本，箕田 源二郎／画 154967233

33 そらからおりてきたごちそう 新井 悦子／文，岡村 志満子／絵 158721646

34 たからおばけ 水谷 章三／脚本，渡辺 有一／絵　 154975243

35 だんごひょいひょい 水谷 章三／脚本，宮本 忠夫／画 152838274

36 ちんちろりんおばけ 新井 悦子／文，モカ子／絵 158721655

37 つばめのおんがえし 国松　俊英／脚本，藤本　四郎／画 152838210

38 つんぶくだるま 烏兎沼 宏之／作，金沢 佑光／画 152837798

39 天人のはごろも 堀尾 青史／脚本，丸木 俊／画　 155054749

40 とのさまからもらったごほうび 山路 愛子／脚本，渋谷 正斗／画 154967215

41 とりのみじっちゃ 斎藤 純／脚本，宮本 忠夫／画 154967206

42 なすおばけ 新井 悦子／文，大野 八生／絵　 158484974

43 なっぱのおれい 亀澤 裕也／文 絵 158484983

44 なんにもせんにん 巌谷 小波／原作，川崎 大治／脚本，佐藤 わき子／画 155054802

45 にじになったきつね 川田 百合子／脚本，藤田 勝治／画 152838238

46 ねずみちょうじゃ 川崎　大治／脚本，久保　雅勇／画 152837789

47 ばかされギツネ 菊地 ただし／文，山口 みねやす／画　 154967945

48 はなさかじいさん 与田 準一／脚本，岡野 和／画　 155149951

49 びんぼうがみとふくのかみ 鈴木 敏子／脚本，二俣 英五郎／画　 154967189

50 ふしぎないしのおの 安藤 美紀夫／原作，渡辺 泰子／脚本，伊藤 和子／絵　 155228034

51 ふしぎなしゃもじ 佐々木　悦／脚本，須々木　博／画　 152837725

52 ふるやのもり 水谷 章三／脚本，金沢 佑光／画　 152838265

53 へんてこばけざむらい 荒木 慎司／文 絵 158721664

54 まえがみたろう　前編 松谷 みよ子／脚本，箕田 源二郎／絵 155228070



55 まえがみたろう　後編 松谷 みよ子／脚本，箕田 源二郎／絵　 155228089

56 まっくろけのうし 小野 和子／文，岡村 好文／画 154967936

57 まほうのふで 川崎 大治／脚本，二俣 英五郎／絵 155228052

58 ももたろう 松谷 みよ子／脚本，二俣 英五郎／画 154967242

59 やまんばのにしき 松谷　みよ子／脚本，井口　文秀／画 152837743

60 りゅうぐうのおよめさん　 松谷 みよ子／脚本，遠藤 てるよ／画 152838292

61 六月のむすこ　 松谷 みよ子／脚本，石倉 欣二／画 154967279

乳幼児

1 あかちゃんあかちゃん ケロポンズ／作，市居 みか／絵 156711397

2 あかちゃんがあっあっあ とよた かずひこ／脚本・絵 156947846

3 あっぷっぷー 武鹿 悦子／作，土田 義晴／画 156711522

4 あてっこどうぶつえん 村田 エミコ／作 絵 156711414

5 いもうとがうまれたよ! 中井 はるの／作，ネイチャー・プロダクション／写真提供 157572409

6 おいしぃおいしぃ! ひろかわ さえこ／脚本・絵　 156835147

7 おえかきなあに? ふるの れいこ／脚本，山本 祐司／絵 159088702

8 おくちをあーん 伊東 美貴／作 画 156711496

9 おっはようもうおきた? 小野寺 悦子／脚本，西巻 かな／絵 156244765

10 おとうさんといっしょ かさい まり／作 絵 156711441

11 おまめくんぱちぱちー とよた かずひこ／脚本・絵 156244819

12 おようふくきようね 木曽 秀夫／作 画 156711504

13 おんぶおんぶ 武鹿 悦子／脚本，相野谷 由起／絵 156947792

14 きっとつよくなるよ! 藤巻 吏絵／作，ネイチャー・プロダクション／写真提供 157572472

15 くるまだいすき いのうえ 栄／作 画 154967431

16 ころころじゃっぽーん 長野 ヒデ子／脚本・絵 156835129

17 ごろん ひろかわ さえこ／脚本・絵 156244828

18 こんにちは 内田 麟太郎／脚本，山本 祐司／絵 156933913

19 じょうずじょうず なとり ちづ／脚本，おおとも やすお／絵　 156835165

20 スプーンであーん! 冬野 いちこ／作 画 154967468

21 ぞうさんきかんしゃぽっぽっぽっ とよた かずひこ／脚本・絵 159553020

22 たべたいのなーに? 穂高 順也／脚本，山本 祐司／絵 156743527

23 たんたんとんとん 仲川 道子／脚本・絵 156244783

24 できたかなまーだかな やすい すえこ／脚本，つちだ よしはる／絵 156947800

25 どろんこおばけ ひろかわ さえこ／脚本・絵 156947837

26 どんなあじ? ひろかわ さえこ／脚本・絵 156743536

27 トンパプリリンおやすみなさい 山本 和子／作，津田 直美／画 154967558

28 なかよしこいぬきょうだい! ネイチャー・プロダクション／写真提供　 157572427

29 にこにこおへんじ 冬野 いちこ／作 画 154967549

30 ねえあそぼうよ! 藤本 ともひこ／脚本・絵 156244800

31 のーびたのびた 福田 岩緒／脚本・絵 156835156



32 はーい! 間所 ひさこ／脚本，山本 祐司／絵 156835138

33 はい、タッチ　 とよた かずひこ／脚本・絵 157572391

34 パオのおでかけ ネイチャー・プロダクション／写真提供 157572463

35 ばけばけ〜どん! 谷地元 雄一／脚本，夏目 尚吾／絵 156244792

36 はらぺこぶうちゃんのワクワクピクニック クリハラ ヤスト／作 絵，山田 花菜／作 絵 156711469

37 ぱんぽこぽん 矢代 貴司／脚本，ひろかわ さえこ／絵 159088748

38 ぴったんこってきもちいいね 田村 忠夫／脚本，土田 義晴／絵 156244774

39 ぴよぴよぴよちゃん すとう あさえ／脚本，前田 マリ／絵　 156947819

40 ぶたのおかあさん 岡山 真子／文，岡山 真子／写真構成，ネイチャー・プロダクション／写真提供 157572454

41 フォークでぱっくん 尾崎 曜子／作 画 154967440

42 ぶーらんぶーらんたのしいね 山本 省三／作，笹沼 香／画 154967710

43 ブルルンガタゴトいってきまーす 浅沼 とおる／作 絵 156711450

44 ふわふわふうせん 浅沼 とおる／作 画　 154967413

45 ペンギンのペンペン まるはま／作 絵 156711432

46 まいごのうさぎぼうや　 新井 洋行／作，ネイチャー・プロダクション／写真提供 157572445

47 まてまてまてー 宮崎 二美枝／脚本，いちかわ なつこ／絵 159088757

48 まねっこだいすき やすい すえこ／作，中原 収一／画 154967639

49 ママ、どこかしら　 林原 玉枝／作，内海 博／画 154967521

50 まるいものな〜んだ とよた かずひこ／脚本・絵 156023706

51 まるちゃんあそぼ!　 長野 ヒデ子／脚本・絵　 159088766

52 まんまるまんまるまんまるな 長野 ヒデ子／脚本・絵 156947828

53 みんなでたいそう 新沢 としひこ／脚本，長谷川 義史／絵 156244756

54 みんなでだいぼうけん かぜまち／文，かぜまち／写真構成，ネイチャー・プロダクション／写真提供 157572436

55 むきむきおいしい! 土田 義晴／脚本・絵 156743554

56 もしもしプルル 伊東 美貴／作 画 154967422

57 よちよちあかちゃん 中井 はるの／作，ネイチャー・プロダクション／写真提供 157572418

58 よるのおうち YUZUKO／作 絵 156711423

59 わたしはだあれ? ケロポンズ／作，山田 美津子／絵 156711405

60 わらったわらった 植垣 歩子／脚本・絵 159088775

61 ワンワンワン　 とよた かずひこ／脚本・絵 156835174

食育

1 ありがとう!はやねはやおきあさごはんマン 岡本 一郎／作，せべ まさゆき／絵，服部 幸應／監修 156907598

2 いっしょがいいね 山本 和子／作，伊東 美貴／絵，服部 幸應／監修 156907606

3 おいしいとびらをとんとんとん 土田 義晴／脚本・絵　 158379782

4 おいしいランドのたんけんたい 本間 正樹／作，鈴木 博子／絵，服部 幸應／監修 156907688

5 おうちでレストラン　 上地 ちづ子／脚本，高橋 由為子／絵 158379755

6 おふくちゃんのおいしいごはん 山本 和子／作，宇田川 幸子／絵，服部 幸應／監修 156907651

7 おむすびくん　 とよた かずひこ／脚本・絵 156835084

8 おやおやもったいない! 岡本 一郎／作，せべ まさゆき／絵，服部 幸應／監修 156907660



9 おやつのまえに　改訂新版 高橋 道子／脚本，いそ けんじ／絵 158379737

10 きこえたね!いただきます 山本 省三／作，冬野 いちこ／絵，服部 幸應／監修 156907642

11 ごちそうなにができるかな わしお としこ／脚本，鈴木 幸枝／絵 156907589

12 ごはんですよーっ 宮崎 二美枝／脚本，長谷川 知子／絵 156907561

13 ころりおにぎりできあがり 山本 省三／作，岡本 美子／絵，服部 幸應／監修 156907633

14 そらまめおいしい! 江川 多喜雄／脚本，宮本 忠夫／絵 158379764

15 つるつるシャキシャキもーぐもぐ 荒木 文子／脚本，夏目 尚吾／絵 156907570

16 なかよしおはしのはーちゃんとしーちゃん 戸田 和代／作，くわざわ ゆうこ／絵，服部 幸應／監修 156907615

17 ばいきんバイバイ! 仲川 道子／脚本・絵 158379746

18 はなたろうとあかべえ すとう あさえ／作，吉見 礼司／絵，服部 幸應／監修 156907679

19 ひみつのあかいジュース 岡 信子／作，鈴木 幸枝／絵，服部 幸應／監修 156907624

20 まことくんとおかし　 黒田 かおる／脚本，瀬名 恵子／絵 158379773

21 よくかんでたべよう 公益社団法人兵庫県歯科衛生士会 158931067

科学

1 こおろぎのえんまくん 高家 博成／脚本，タダ サトシ／絵 159088739

幼児

1 あかいてぶくろ 白根 厚子／脚本，中村 有希／画 153908923

2 アゲハチョウのたんじょう! 今森 光彦／写真 作 156030717

3 あしあとだあれ 角野 栄子／脚本，和歌山 静子／画 152837969

4 あまいみずってどこにあるの?　 得田 之久／脚本・絵　 154975351

5 あれあれなあーに? やべ みつのり／作 156469937

6 あわてものしょうぼうしゃウーカン 山脇 恭／作，西村 郁雄／画　 155626564

7 うさぎのかくれんぼ 千世 まゆ子／脚本，かさい まり／絵 155684344

8 うちのにゃあにゃ 松谷 みよ子／脚本，長野 ヒデ子／絵 155941429

9 おなかのすいたベニシジミ 得田 之久／脚本・絵 154975496

10 おばけなんかこわくない　 長崎 源之助／脚本，長野 ヒデ子／画 154154640

11 おはようがいっぱい しばはら ち／作画 154193755

12 おひさまにこにこ まど みちお／脚本，長野 ヒデ子／絵 154975081

13 おふろでプクプク 高橋 ゆいこ／作 152838058

14 かくれんぼ 瀬名 恵子／脚本・画 153908897

15 かさくんのおさんぽ 仲川 道子／脚本・絵 155636365

16 カタツムリくん 今森 光彦／写真 作 156030690

17 かみひこうきはだいじなてがみ 松野 正子／脚本，鎌田 暢子／画 152838012

18 からかさおばけとのっぺらぼう ムスタ祐子／脚本・絵 156910053

19 がらがらでんしゃ とよた かずひこ／脚本・絵 154975315

20 くつのぼうけん 松谷 さやか／脚本，箕田 美子／絵 153908770

21 くぬぎちゃんのくるんくるんぼうし すとう あさえ／脚本，相野谷 由起／絵 159432196

22 くまさんまちへおつかいに　 香山 美子／脚本，長野 ヒデ子／絵 154975487

23 ゲンジボタルのゲンちゃん 今森 光彦／写真 作 156030726



24 こうちゃんのじどうしゃ 松谷 みよ子／脚本，村上 康成／絵 154975261

25 5ひきのカエル 梅田 俊作／脚本・絵 156023724

26 こぶたのおひるね 森山 京／脚本，国松 エリカ／絵 156023715

27 こぶたのまーち むらやま けいこ／さく，ほりうち せいいち／え 152837536

28 これはりんご 中川 ひろたか／脚本，和歌山 静子／画 154198291

29 さよならさんかくまたきてしかく 高橋 清一／脚本・画 155098381

30 ザリガニのあか 高家 博成／脚本，仲川 道子／絵 156023689

32 シビーくんのおつかい こもり まこと／脚本・絵　 154975180

33 スイスイゲンゴロウくん 今森 光彦／写真 作 156030681

34 せみとくまのこ 鶴見 正夫／作，いわむら かずお／画 155054839

35 ぞうきばやしのむしたち 今森 光彦／写真 作 156030708

36 たまごがころべば 中川 ひろたか／脚本，和歌山 静子／画 154198273

37 だれのごちそう? ねもと まゆみ／脚本，夏目 尚吾／絵 159230406

38 ダンゴムシのともだち 得田 之久／脚本・絵 155576173

39 ちゃんぷくおばけ こが ようこ／脚本，ひろかわ さえこ／絵　 159400597

40 ちゅーとちょーのくだものさがし ミスミ ヨシコ／作 絵 158362979

41 つきよのヤマネ 千世 まゆ子／脚本，ひろかわ さえこ／絵 156023698

42 つよいぞ!カマキリくん 今森 光彦／写真 作 156030735

43 てんとうむしのテム 得田 之久／脚本・画 155054730

44 となりのさくら 桂 文我／脚本，長野 ヒデ子／絵 158598329

45 ともだちだーれ?　 得田 之久／脚本，和歌山 静子／絵 156003780

46 どんどんきらきら 森山 京／脚本，かさい まり／絵 155312337

47 なにしてるの? なかの ひろたか／脚本・画 155098363

48 なんかなんかあるよ 小野寺 悦子／脚本，山内 和朗／絵 156437527

49 なんだったっけ?　 もなみ なみこ／作 絵 158363004

50 なんだ・なんだ? 古川 タク／脚本・画 155098372

51 なんではしってるの? 得田 之久／脚本，長野 ヒデ子／絵 159250341

52 にげたくれよん 八木田 宜子／作，田畑 精一／画 152837608

53 にじくまさん 武鹿 悦子／脚本，福田 岩緒／絵 154975270

54 ねないこだあれ 松谷 みよ子／脚本，村上 康成／絵 155098327

55 はずかしがりやのかんたくん 神沢 利子／脚本，垂石 真子／絵 154975333

56 はなのすきなおじいさん 小林 純一／脚本，小谷野 半二／画 155054703

57 はなびらいっぱい 森山 京／脚本，土田 義晴／絵 154975252

58 はるだよおきて 千世 繭子／脚本，あべ 弘士／絵 158598338

59 はるのかぜ 清水 真裕／脚本，梅田 俊作／絵 158595007

60 パンダさんパンダさんなにしてるの? とよた かずひこ／脚本・絵 158701422

61 ひよこちゃん チュコフスキー／原作，小林 純一／脚本，二俣 英五郎／画 152837545

しきぶとんとうさんとかけぶとんかあさ

んとまくらちゃんのいちにち
とよた かずひこ／脚本・絵 15916714631



62 ぴよぴよたんけんたい とよた かずひこ／脚本・絵 155576182

63 ふうちゃんのそり 神沢 利子／脚本，梅田 俊作／画 155054712

64 ぶたのいつつご 高橋 五山／作・はり絵 154198264

65 ぷんぷんダンプとぴかぴかショベル 山本 省三／作 画 155626591

66 ぼくのおうちは? 中川 ひろたか／脚本，長野 ヒデ子／絵 155098291

67 ぼくらはむしのがっしょうだん 今森 光彦／写真 作 156030744

68 ポケットポケット わしお としこ／脚本，和歌山 静子／画 152838076

69 まあるいまあるい やべ みつのり／作 153908743

70 まってー 和歌山 静子／脚本・絵 154975225

71 まるくん さんかくさん しかくちゃん 和歌山 静子／脚本・絵 158997885

72 まーるのなかまさがし 松井 エイコ／脚本・絵 156453411

73 マンマルおばさんのプレゼント 塩田 守男／作 画 154967828

74 みーつけた 大和田 美鈴／脚本・絵 155228016

75 ミツバチのごちそう 今森 光彦／写真 作 156030672

76 むしむしかくれんぼ 堀川 波／作 絵 158362951

77 もりのぶらんこ 東　君平／作，和歌山　静子／画 152837644

78 やさいむらのあかたろう 中村 ルミ子／脚本，久住 卓也／絵 154975360

79 やつばけずきん 津田 真一／脚本，武田 美穂／絵 159400614

80 やまでらのかんのんさま よこみち けいこ／脚本・絵 155312328

81 ゆうらんせんしまへいく 仲倉 眉子／作，中村 景児／画 155626609

82 ゆきぐにからきたラッセルくん 高森 千穂／脚本，間瀬 なおかた／絵 159197369

83 りんごくんのおうちはどこ? とよた かずひこ／脚本・絵 156553997

乳幼児（参加型）

1 あしあとだ〜れ? ねもと まゆみ／脚本，鈴木 幸枝／絵 159419885

2 おおきくおおきくおおきくなあれ まつい のりこ／脚本・画 156453420

3 きょうのくだものなんだろな?　 こが ようこ／脚本，土田 義晴／絵 159088720

4 ごきげんのわるいコックさん まつい のりこ／脚本・画，ひょうしぎ／脚本・画 156453394

5 これなになに? 山本 祐司／作 絵 158362997

6 だれかさん、だあれ? やすい すえこ／脚本，山本 祐司／絵 159218437

7 だるまさんがころんだ 福田 岩緒／脚本・絵 156447850

8 でてこいこい! 間所 ひさこ／脚本，土田 義晴／絵 156447869

9 どうぶつこれなーんだ? 越濱 久晴／作 絵 158362942

10 にらめっこしましょあっぷっぷ! 長野 ヒデ子／脚本・絵 156447878

11 ふうちゃんのおつかい 久住 卓也／作 絵 158362960

12 フルーツジュースやさん 村田 エミコ／作 絵 158363013

13 まんまるまんまたんたかたん 荒木 文子／脚本，久住 卓也／絵 156447896

14 みんなでぽん! まつい のりこ／脚本・画 152838049

15 わっ!びっくり 宮崎 二美枝／脚本，本信 公久／絵 158362988

幼児（しつけ）



1 あそんであげなーい! 苅田 澄子／作，深見 春夫／絵 158594936

2 あーん 宮崎 二美枝／脚本，山本 祐司／絵 156700966

3 おはようおひさま LaZOO／作，伊藤 知紗／絵 158594945

4 おやつのじかんだよ まつい のりこ／脚本・画 154735528

5 かたづけたろう いのうえ ちひろ／作 絵 158594954

6 チワちゃんルルちゃんごはんですよー いとう みき／作 絵 158594972

7 でたでたなあんだ? LaZOO／作 絵 158594981

8 ひとりでぜんぶやらせてね 清水 えみ子／脚本，鈴木 幸枝／画 152837950

9 ぼくのようふく、どれかな? 藤巻 吏絵／作，たしろ ちさと／絵 158595016

10 ボクはせっけんくん 田島 かおり／作 絵 158595025

厚生大臣賞受賞作品　

1 少年と子だぬき（昭和35年） 佐々木 たづ／作，遠藤 てるよ／画　 152837680

2 とけいの3じくん（昭和34年） 奈街 三郎／作，西原 ひろし／画　 152837716

3 ねむらぬくに（昭和24年） 稲庭　桂子／脚本，石川　雅也／画 152837707

4 へんでもわらいっこなし（昭和36年） 早川 元二／作，久保 雅勇／画 152837699

5 ほしのおひめさま（昭和35年） 石井　桃子／作，小谷野　半二／画 152837671

6 三日めのかやの実（昭和34年） 浜田 広介／作，安 泰／画　 152837653


