
岩国市図書館 大型絵本 田大型紙芝居所蔵 リス ト (団体貸出用 )

平成30年 1月 現在

0貸出点数   4点

0貸出期間   30日 (延長はできません)

0予約できますので、最寄りの図書館へお問い合わせ下さい。

中央図書館
麻里布分室
岩国図書館
由宇図書館

TEL31-0046

TEL22-5845

TEL41-0880

TEL63-5117

玖珂図書館
周東図書館
錦図書館
美和図書館

TEL82-4444

TEL84-1765

TEL72-2246

TEL95-0005

大型絵本 (書名50音順 )

書    名 作 者 名 出版社名

1 あかまるちゃんとくろまるちやん 上野与志/作 村松カツ/絵 チャイル ド本社

2 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

3 あぶない !(子 どもをまもる大きな絵本シリーズ) ラビンツアイ/文・構成 鈴木 えりん/絵 チャイル ド本社

4 あめのひのえんそく 間瀬 なおかた/作・絵 チャイル ド本社

5 ありとすいか たむら しげる/作・絵 ポプラ社

6 あるのかな 繊田 道代/作 飯野 和好/絵 鈴木出版

7 アレクサンダとぜんまいねずみ レオ=レオニ/作 谷川 俊太郎/訳 好学社

8 いただきバス 藤本 ともひこ/作・絵 鈴木出版

9 いつしょにあそば ! 田中 四郎/絵 チャイル ド本社

10 いつもいつしょに こんの ひとみ/作 いもと ようこ/絵 金の星社

いもイよリノミス 藤本 ともひこ/作・絵 鈴木出版

12 うがいライオン ねじめ 正一/作 長谷川 義史/絵 鈴木出版

13 うさぎのくれたバレエシューズ 安房 直子/文  南塚 直子/絵 小峰書店

14 うみキリン あきやま ただし/作・絵 金の星社

15 うみ100かいだてのいえ いわい としお/作 偕成社

16 クララちゃんのたんじょうび 山本 なおこ/作 黒井 健/絵 ポプラ社

17 うんどうかい<新掲載> チャイル ド本社

18 えらいえらい ! ますだ ゆうこ/ぶん 竹内 通雅/え そ うえん社

19 おいしくたべよう ! ラビッツアイ/文 。構成 柿田 ゆかり/絵 チャイル ド本社

20 おいもほり。おつきみ<新掲載> チャイル ド本社

21 おおきなかぶ A.トルス トイ/再話 佐藤 忠良/画 福音館書店

22 おおきなきがほしい 佐藤 さとる/ぶん 村上 勉/え 借成社

23 おおきなもののすきなおうさま 安野 光雅/作・絵 メイ ト

24 おかあさんだいすきだよ みやにし たつや/作 。絵 金の星社

25 おかしなかくれんば 山脇 恭/作  末崎 茂樹/絵 チャイル ド本社

26 おこだでませんように くすのき しげのり/作 石井 聖岳/絵 小学館

27 おこる 中川 ひろたか/作 長谷川 義史/絵 金の星社

28 おじいちゃんのごくらくごくらく 西本 鶏介/作 長谷川 義史/絵 鈴木出版

29 お じさんのかさ 佐野 洋子/作・絵 講談社



30 お っ ば い みやにし たつや/作 。絵 鈴木出版

31 おとうさんはウル トラマン みやにし たつや/作絵 円谷プロダクション/監修 学研

32 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

33 おばあちゃん、まっててね ! いけずみ ひろこ/作・絵 岩崎書店

34 おばけのてんポら せな けいこ/作・絵 ポプラ社

35 おばけのバーバパパ アネット=チ ゾン/さ く タラス=テイラー/さ く借成社

36 おばけパーティ ジャック・デュケノワ/さ く おおさわ あきら/やく ほるポ出版

37 おばけびょうきになる ジヤンク・デユケノワ/さ く おおさわ あきら/やく ほるぷ出版

38 おべんとうバス 真珠 まりこ/作・絵 チャイル ド本社

39 おべんとくん 真木 文絵/作 石倉 ヒロユキ/絵 チャイル ド本社

40 おまえうまそうだな 宮西 達也/作・絵 ポプラ社

41 おめんです―あっ !と おどろくしかけえほん いしかわ こうじ/作・絵 偕成社

42 おやおや、おやさい 石津 ちひろ/文  山村 浩二/絵 福音館書店

43 かたあしだちょうのエルフ おのき がく/文・絵 ポプラ社

44 かばくん 岸田 衿子/さ く 中谷 千代子/え 福音館書店

45 からすのパンやさん カロ古 里子/絵と文 借成社

46 かわいそうなぞう つちや ゆき始/ぶん たけべ もといちろう/え 金の星社

47 ガンピーさんのふなあそび ジョン・バーニンガム/さ く みつよし なつや/やく ほるポ出版

48 きたきつねのゆめ 手島 圭二郎/画・文 リブリオ出版

49 きつねのでんわボックス 戸田 和代/作 たかす かずみ/絵 金の星社

50 キャベツくん 長 新太/文・絵 文研出版

51 給食番長 よしなが こうたく/さ く 長崎出版

52 給食番長<新掲載> よしなが こうたく/さ く 好学社

53 999ひきのきょうだい 木村 研/文 村上 康成/絵 チャイル ド本社

54 999ひきのきょうだいのおひっこし 木村 研/文 村上 康成/絵 チャイル ド本社

55 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

56 きょうりゅうのおおきさ 富田 幸光/監修 岡本 三紀夫/イ ラスト チャイル ド本社

57 きょだいなきょだいな 長谷川 摂子/作 降矢 なな/絵 福音館書店

58 きんぎょがにげた 五味 太郎/作 福音館書店

59 くじらだ ! 五味 太郎/作・絵 岩崎書店

60 くだものいろいろかくれんば いしかわ こうじ/作 。絵 ポプラ社

61 くまのコールテンくん ドン・フリーマン/さ く まつおか きょうこ/やく 借成社

62 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

63 グリーンマントのピーマンマン さくら ともこ/作 中村 景児/絵 岩崎書店

64 クリスマス<新掲載> チャイル ド本社

65 ぐりとぐら 中川 季枝子/さ く 大村 百合子/え 福音館書店

66 ぐりとぐらのえんそく 中川 李枝子/文 山脇 百合子/絵 福音館書店

67 ぐりとぐらのおきゃくさま 中川 李枝子/文 山脇 百合子/絵 福音館書店

68 ぐるんばのようちえん 西内 みなみ/さ く堀内 誠―/え 福音館書店

69 グレー ト・フンダーシップヘようこそ ! 五味 太郎/作 偕成社

70 けいろうのひ・きんろうかん しゃのひ<新掲載 > チャイル ド本社

71 けがをしない ! ラビッツアイ/文・構成 森のくじら/絵 チャイル ド本社

72 月ようびはなにたべる? エ リック・カール/え 森 比左志/やく 借成社



73 ここがせかいいち ! 千葉 とき子/監修 チャイル ド本社

74 こすずめのぼうけん ルース・エインズワース/作 石井 桃子/訳 福音館書店

75 ことわざのえほん 西本 鶏介/編・文 高都 晴市/絵 鈴木出版

76 ころころころ 元永 定正/さ く 福音館書店

77 ころわんとしろいくも 間所 ひさこ/作 黒井 健/絵 チャイル ド本社

78 こわ～いはなし せな けいこ/作 。絵 鈴木出版

79 昆虫の迷路 香川 元太郎/作・絵 PHP研 究所

80 サンドイッチサンドイッチ 小西 英子/さ く 福音館書店

81 三びきのこぶた 瀬田 貞二/やく 山田 二郎/え 福音館書店

82 三びきのやぎのがらがらどん マーシャ・ブラウン/え せた ていじ/やく 福音館書店

88 しげちゃん 室井 滋/作 長谷川 義史/絵 金の星社

84 じしんだ !(子どもをまもる大きな絵本シリーズ) ラビッツアイ/文 。構成 白土 あつこ/絵 チャイル ド本社

85 しっぽのはたらき 川田 健/ぶん 藪内 正幸/え 福音館書店

86 しまふくろうのみずうみ 手島 圭二郎/画・文 リブリオ出版

87 じゃんけんぼん せな けいこ/作・絵 鈴木出版

88 しゅつばつしんこう ! 山本 忠敬/さ く 福音館書店

89 しりとりのだいすきなおうさま 中村 翔子/作 はた こうしろう/絵 鈴木出版

90 スイミーーちいさなかしこいさかなのはなし レオ=レオニ/作 谷川 俊太郎/訳 好学社

91 すっぽんばんのすけ もとした いづみ/作 荒井 良二/絵 鈴木出版

92 すてきな二にんぐみ トミー=ア ングラー/さ く いまえ よしとも/やく 偕成社

98 すみつこのおばけ 武田 美穂/作・絵 ポプラ社

94 せつぶん チャイル ド本社

95 せんたくかあちゃん さとう わきこ/作・絵 福音館書店

96 せんろはつづく 竹下 文子/文 鈴木 まもる/絵 金の星社

97 ぞうくんのさんぼ なかの ひろたか/さ く。え なかの まさたか/レタツング 福音館書店

98 ぞうのはな 堀 浩/監修 内山 晟/写真撮影 チャイル ド本社

99 そらまめくんのベッド なかや みわ/さ く。え 福音館書店

100 そらまめくんのぼくのいちにち なかや みわ/さ く 小学館

101 だいおういかのいかたろう ザ・キャビンカンパニー/さ く。え 鈴木出版

102 だいすきつていいたくて カール・ノラック/ぶん クロード・K.デュボワ/え ほるぷ出版

103 たからものはなあに? 吉田 隆子/作 せべ まさゆき/絵 金の星社

104 だじゃれ世界一周<新掲載> 長谷川 義史/作 理論社

105 だじゃれ 日本一周 長谷川 義史/作 理論社

106 たすけて !(子 どもをまもる大きな絵本シリーズ) ラビッツアイ/文 。構成 森のくじら/絵 チャイル ド本社

107 たなばた チャイル ド本社

108 たなばたバス 藤本 ともひこ/作 。絵 鈴木出版

109 たまごにいちゃん あきやま ただし/作・絵 鈴木出版

110 たまごにいちゃんぐみ あきやま ただし/作・絵 鈴木出版

たまごのあかちゃん かんざわ としこ/ぶん やぎゅう げんいちろう/え 福音館書店

l12 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

113 だるまさんが かがくい ひろし/さ く ブロンズ新社

114 だるまさんと かがくい ひろし/さ く ブロンズ新社

115 だるまさんの かがくい ひろし/さ く ブロンズ新社



116 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

117 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

118 たろうくんのじどうしゃ 山本 忠敬/作絵 チャイル ド本社

119 ダンゴムシみつけたよ 皆越 ようせい/写真・文 ポプラ社

120 ちいさなきいろいかさ にしまき かやこ/イ ラスト もり ひさし/シナヅオ 金の星社

1 2 l ちいちゃんのかげおくり あまん きみこ/作上野 紀子/絵 あかね書房

122 ちか 100かいだてのいえ いわい としお/作 偕成社

123 ちからたろう いまえ よしとも/ぶん たしま せいぞう/え ポプラ社

124 ちびくろ 。さんば ヘレン・バンナーマン/文フランク・ ドビアス/絵 瑞雲舎

125 ちびゴリラのちびちび ルース。ボーンスタイン/さ く いわた みみ/やく ほるポ出版

126 ちゅ―ちゅ― 宮西 達也/作・絵 鈴木出版

127 チリンのすず やなせ たかし/作・絵 フレーベル館

128 つきよのくじら 戸田 和代/作 沢田 としき/絵 鈴木出版

129 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

130 でん しゃにのって とよた かずひこ/著 アリス館

131 伝説の迷路 香川 元太郎/作・絵 PHP研 究所

132 ドアがあいて…。 エルンスト・ヤンドゥル/作 ノルマン・ユング/絵 ほるポ出版

133 どうぞのいす 香山 美子/作 柿本 幸造/絵 チャイル ド本社

134 どうぶついろいろかくれんば いしかわ こうじ/作・絵 ポプラ社

135 どうぶつしんちょうそくてい 聞かせ屋。けいたろう/文 高畠 純/絵 アリス館

136 トーマスきゃくしゃをひく ウィルバー ト・オー ドリー/原作 Robin Davies/〔 画〕 ポプラ社

137 時の迷路 香川 元太郎/作 。絵 PHP研 究所

138 となりのたぬき せな けいこ/作 。絵 鈴木出版

139 とベノミンタ 田島 征三/作 借成社

140 ともだちや 内田 麟太郎/作 降矢 なな/絵 借成社

14 1 ドライブにいこう 聞瀬 なおかた/作・絵 チャイル ド本社

142 トラネコとクロネコ 宮西 達也/作・絵 鈴木出版

143 どんぐりたろうのき 鶴見 正夫/作 黒井 健/絵 佼成出版社

144 なつのいちにち はた こうしろう/作 偕成社

145 なにをたべてきたの? 岸田 衿子/文 長野 博―/絵 佼成出版社

146 にじいろのさかな マーカス・フィスター/作 谷川 俊太郎/訳 講談社

147 にゃ―ご 宮西 達也/作・絵 鈴木出版

148 にんじんとごばうとだいこん 和歌山 静子/絵 鈴木出版

149 ねずみくんのチョッキ なかえ よしを/作 上野 紀子/絵 ポプラ社

150 ねずみのいもほり 山下 明生/作 いわむら かずお/絵 チャイル ド本社

151 準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

152 ねずみのかいすいよく 山下 明生/作 いわむら かずお/絵 チャイル ド本社

153 ねずみのさかなつり 山下 明生/作 いわむら かずお/絵 チャイル ド本社

154 ねずみのでんしゃ 山下 明生/作 いわむら かずお/絵 チャイル ド本社

155 ノラネコぐんだんパンこうじょう<新掲載> 工藤 ノリコ/著 白泉社

156 のりものいろいろかくれんば いしかわこうじ/作・絵 ポプラ社

157 は じめてのおつかい 筒井 頼子/さ く 林 明子/え 福音館書店

158 はじめてのおるすばん しみず みちを/作 山本 まつ子/絵 岩崎書店



159 バスでおでかけ 問瀬 なおかた/作・絵 チャイル ド本社

160 ぱつ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

1 6 1 はっぱのおうち 征矢 清/作 林 明子/絵 福音館書店

162 花さき山 斎藤 隆介/作 滝平 二郎/絵 岩崎書店

163 はなすもんか― ! 宮西 達也/作・絵 鈴木出版

164 パパ、お月さまとって !
エリック・カール/さ く もり ひさし/やく 借成社

165 はははのはなし 加古 里子/ぶん。え 福音館書店

166 バムとケロのおかいもの 島田 ゆか/作・絵 文澳堂

167 ノヾムとケロのさむいあさ 島田 ゆか/作・絵 文澳堂

168 バムとケロのそらのたび 島田 ゆか/作・絵 文澳堂

169 バムとケロのにちようび 島田 ゆか/作・絵 文澳堂

170 バムとケロのもりのこや 島田 ゆか/作・絵 文澳堂

171 はらぺこあおむし エリック・カール/さ く もり ひさし/やく 偕成社

172 はらべこおおかみとぶたのまち 宮西 達也/作・絵 鈴木出版

173 バルボンさんのおでかけ とよた かずひこ/著 アリス館

174 半日村 斎藤 隆介/作 滝平 二郎/絵 岩崎書店

175 ひさの星 斎藤 隆介/作 岩崎 ちひろ/絵 岩崎書店

176 ぴつけやまのおならくらべ かさい まり/文 村上 康成/絵 チャイル ド本社

177 ひつじばん あきやま ただし/作・絵 鈴木出版

178 ひなまつり。こどものひ チャイル ド本社

179 100か いだてのいえ いわい としお/作 借成社

180 びょうきイこまけない ! ラビッツアイ/文・構成 冬野 いちこ/絵 チャイル ド本社

181 ぴょ―ん まつおか たつひで/作 。絵 ポプラ社

182 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

183 ふしぎなタネやさん みやにし たつや/作・絵 金の星社

184 ぶたくんと100ぴきのおおかみ 宮西 達也/作・絵 鈴木出版

185 ふゆのよるのおくりもの 芭蕉 みどり/作・絵 ポプラ社

186 フレデ リック レオ=レオニ/作 谷川 俊太郎/訳 好学社

187 文明の迷路 香川 元太郎/作・絵 PHP研 究所

188 へびくんのおさんぽ いとう ひろし/作・絵 鈴木出版

189 へんじんオバケ あきやま ただ し/作・絵 金の星社

190 へんしんトンネル あきやま ただし/作 。絵 金の星社

191 ぼくにげちゃうよ マーガレット。W.プラクン/ぷん クレメント・ハード/え ほるポ出版

192 ぼくのくれよん 長 新太/おはなし。え 講談社

193 まどから★おくりもの 五味 太郎/作・絵 偕成社

194 みんなうんち 五味 太郎/さ く 福音館書店

195 みんなでんしゃ 薫 くみこ/作 かとう ようこ/絵 チャイル ド本社

196 めっきらもつきらどおんどん 長谷川 摂子/作 降矢 なな/画 福音館書店

197 もぐらノミス 佐藤 雅彦/原案 うちの ますみ/文・絵 偕成社

198 もこもこもこ 谷川 俊太郎/作 元永 定正/絵 文研出版

199 もちつき 。おしょうがつ チャイル ド本社

200 もちづきくん 中川 ひろたか/作 長野 ヒデ子/絵 チャイル ド本社

201 モチモチの本 斎藤 隆介/作 滝平 二郎/絵 岩崎書店



202 もつたいないばあさん 真珠 まりこ/作 。絵 講談社

203 ももたろう 松居 直/文 赤羽 末吉/画 福音館書店

204 もりのおふろ 西村 敏雄/さ く 福音館書店

205 もりのかくれんぼう 末吉 暁子/作  林 明子/絵 借成社

206 もりもりくまさん 長野 ヒデ子/作 スズキ ヨージ/絵 鈴木出版

207 やさいさん tupera tupera/さ く 学研教育出版

208 ゆうたとさんぼする きたやま ようこ/作 あかね書房

209 ゆうたはともだち きたやま ようこ/作 あかね書房

210 妖怪交通安全 広瀬 克也/作 絵本館

211 よかったねネッドくん レミー・シャーリップ/作やぎた よしこ/訳 偕成社

212 よくばりすぎたねこ さとう わきこ/作・絵 メイ ト

213 リンチェはどこ? シブ・ポスツマ/作 。絵 野坂 悦子/訳 ワール
“
フイフ

゛
ラリー

214 れ いぞうこ 新井 洋行/作・絵 偕成社

215 ろばさんのかわいいバング 香山 美子/作 柿本 幸造/絵 チャイル ド本社

216 わゴムはどのくらいのびるかしら? マイク・サーラー/ぶん ジェツー・ジョイナー/え ほるポ出版

217 わにわにのおふろ 小風 さち/ぶん 山ロ マオ/え 福音館書店

218 わんぱくだんのはしれ !い ちばんばし ゆきの ゆみこ/作 上野 与志/作 チャイル ド本社

大 型 芝居 (書名50音順 )

書    名 作 者 名 出版社名

1 あひるのおうさま 堀尾 青史/脚本 田島 征三/絵 童心社

2 いちどとまってみぎひだり 今関 信子/脚本 国井 節/絵 童心社

3 いなむ らの火 川崎 大治/脚本  降矢 洋子/絵 童心社

4 おうさまさぶちゃん 馬場 のばる/脚本・絵 童心社

5 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

6 おだんごころころ 坪田 譲治/脚本 二俣 英五郎/絵 童心社

7 おとうさん 与田 準―/脚本 田畑 精―/画 童心社

8 くれよんさんのけんか 人本田 宜子/脚本 田畑 精―/絵 童心社

9 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

10 こねこのしろちゃん 堀尾 青史/脚本 和歌山 静子/絵 童心社

じごくのそ うべえ 前編 田島 征彦/脚本・絵 童心社

12 じごくのそうべえ 後編 田島 征彦/脚本・絵 童心社

13 したきりすずめ 松谷 みよ子/脚本 堀内 誠―/絵 童心社

14 たべられたやまんば 松谷 みよ子/脚本 二俣 英五郎/絵 童心社

15 なんにもせんにん 巌谷 小波/原作 川崎 大治/脚本 童心社

16 ねずみのミーちゃんききいっばつ 上地 ちづ子/脚本 多田 ヒロシ/絵 童心社

17 みんなでぽん ! まつい のりこ/脚本・絵 童心社

18 もみもみおいしゃさん とよた かずひこ/脚本・絵 童心社

19 竜のお さんばさん 田村 つねこ/脚本  降矢 洋子/絵 童心社

20 ワンタさんは、おおいそがし やすい すえこ/脚本 篠崎 三朗/絵 童心社



◆パネルシアターリス ト◆
タイトル 出版社 用途 内容 点数

おだんごを食べたお月さま アイ企画 ブラック 行事 1

おりひめとひこばし アイ企画 ブラック 行事 1

うれしいひなまつり アイ企画 ブラック 行事 1

からかさのおよめさん アイ企画 ブラック 1

忍者家族★「秘密のまきもの」の巻 アイ企画 ブラック 1

おもちゃのチャチャチャ メイ ト ブラック 1

おばけなんてないさ アイ企画 ブラック 1

メリークリスマス アイ企画 ブラック 行事 1

お星さまたべちゃった アイ企画 ブラック 1

ほしのクリスマス号 アイ企画 ブラック 行事 1

アラジンと魔法のランプ アイ企画 ブラック 1

歌のひろば 小さな世界他 アイ企画 ブラック うた 1

サンタが町にやつてくる メイ ト ブラック 行事 1

どこでねるの メイ ド ブラック 1

どんな花火 メイ ト ブラック 1

誰のあしあと? アイ企画 一一ヽ 1

せんたく変身しゃわらららん アイ企画 一一ヽ 1

森のアイスクリームやさん アイ企画 二一ヽ
ヽ 2

とんとんとん  こんにちは ! アイ企画 二ヽヽ
ヽ 1

シルエットクイズ な～にができた I アイ企画 ヽヽ
ヽ 1

ママのおけしょう アイ企画 1

手遊び編 船にのつて出発だ !! アイ企画 一ヽ
ヽ 2

手遊び編 バスでおでかけ アイ企画 ミヽ 1

十二支のおはなし メイ ト 行事 1

こいのぼり メイ ト 行事 1

たなばた メイ ト 行事 1

せつぶん メイ ト 行事 1

ひなまつり メイ ト 行事 1

お誕生日号 くまちゃんのたんじょうび アイ企画 行事 1

卒園・入園おめでとう号 アイ企画 行事 1

ミーコのとびだし アイ企画 交通安全 1

き。あか 。みどりで元気なからだ アイ企画 食育 1

防犯パネルシアター いかのおす しが合言葉 アイ企画 防犯 1

ムッシバンをやつつけろ (虫歯予防) アイ企画 保健衛生 1

いたずら魔女のとおせんぼ (栄養指導) アイ企画 保健衛生 1

ショーカマンと元気なうんち (う んちのはなし) アイ企画 保健衛生 1



タイ トル 出版社 用途 内容 点数

ヒューヒューとゼーゼーに気をつけろ (風邪の予防) アイ企画 保健衛生 1

おなかの痛 くなったゆうた (手 を洗おう) アイ企画 保健衛生 1

あしあとみつけた ! メイ ト マジック 1

野菜・ くだものだ―い好き ! メイ ト マジック 1

たにぞう+中川ひろたかの急いで !消防車 アイ企画 1

おおきくなったらなりたいな アイ企画 1

ひよこのおかあさん アイ企画 うた 1

ふとんのなかで アイ企画 うた 1

三びきのやぎとトロルのおはなし アイ企画 1

ごめんな。サイです アイ企画 1

あてつこクイズヘんてこりんな写真 アイ企画 1

ビンゴーBINGO アイ企画 1

くいしんぼおIず け号 (く いしんぼおばけ、へんてこおしくらまんじゅう) アイ企画 1

しりとりおかいもの アイ企画 1

かくれんぼ号 アイ企画 1

手をたたきま しょう号 (手 をたたきま しょう、山小屋いつけん ) アイ企画 うた 1

カレーライス号 (カ レーライスのうた ) アイ企画 うた 1

のつぺらぼう号 (き っぷばさみのうた、のつぺらぼう) アイ企画 1

10人のサンタ号 (10人のサンタ、うさぎとかめ) アイ企画 1

おおきなかぶ号 (おおきなかぶ、ふしぎなポケット) アイ企画 1

3びきのこぷた号 (だ ぁしてひっこめてこんにちは !、 3びきのこぷた) アイ企画 1

にんじん だいこん ごぼう号 アイ企画 1

しゃばん玉とばせ (古宇田亮順 。松田治仁名作選第 1期 ) メイ ト 1

かさじぞう (古宇田亮順・松田治仁名作選第1期 ) メイ ト 1

まんまるさん (古宇田亮順・松田治仁名作選第 1期 ) メイ ト 1

大きなだいこん (古宇田亮順・松田治仁名作選第 1期 ) メイ ト 1

きれいなお窓 (古宇田亮順・松田治仁名作選第 1期 ) メイ ト 1

とんでったバナナ・すうじの歌 (古宇田亮順・松田治仁名作選第2期 ) メイ ト うた 1

さるかに合戦 (古宇田亮順・松田治仁名作選第 2期 ) メイ ト 1

まるい卵 (古宇田亮順 。松田治仁名作選第 2期 ) メイ ト 1

赤ずきんちゃん (古宇田亮順 。松田治仁名作選第 2期 ) メイ ト 1

だれでしょう (古宇田亮順・松田治仁名作選第 2期 ) メイ ト 1

はらぺこあおむし (エ リック・カール/原作) 学研教育みらい 1

はるのうた アイ企画 うた 1

なつのうた アイ企画 うた 可

あきのうた アイ企画 うた 1

ふゆのうた アイ企画 うた 1



タイトル 出版社 用途 内容 点数

てをたたこ アイ企画 1

ほつぺがおちるよ アイ企画 1

5つのメロンパン (中川ひろたかあそびソングパネル) アイ企画 うた 1

いっばんばしにほんばし (中川ひろたかあそびソングパネル) アイ企画 うた 1

さかながはねて (中 川ひろたかあそびソングパネル) アイ企画 うた 1

ふうせん (中 川ひろたかあそびソングパネル) アイ企画 うた 1

きつぷはいけん GO!GO!汽 車 アイ企画 1

ひろみち&たにぞうの「となりのおべんとう」 アイ企画 1

ぐんぐん大きくなつた !<新掲載> アイ企画 うた 1

はたらくくるま<新掲載> アイ企画 うた 1

いぬのおまわ りさん<新掲載> アイ企画 うた 1

それはボク (中 川ひろたかあそびソングパネル)<新掲載> アイ企画 うた 1

ひろみち&たにぞうの「となりのとこやさん」<新掲載> アイ企画 うた 1

パズル王子<新掲載> アイ企画 うた 1

クリスマスのうたがきこえてくるよ<新掲載> アイ企画 行事 1

これ !だれの?<新掲載> アイ企画 うた 1

◆ペープサー トリス ト◆

◆おはなし会の道具◆

ミニパネルシアターセット
〔ミニボード・スタンド・バッグ〕

2
ミニボード

(幅 800X高 550)

タイ トル 出版社 用途 内容 点数

チューリップ号
(たぬきのポンとポコ なのはなとちょうちょう)

アイ企画 1

かさじぞう号 (おはなしカラーペープサート) アイ企画 1

品  名 点 数 備 考

パネルシアターセット〔イーゼル・バッグ〕 2
パネルボードは含まれていま
せん。ブラック装置を付ける
ことができます。

パネルボー ド (白 )幅 110cmX高 80cm 2 パネルシアターセットに対応

パネルボー ド (黒)幅 110cmX高 80cm 2 ″

パネルシアター垂れ幕 1 ″

ブラックライ ト装置 1 ″

大型絵本 。紙芝居用袋 12 はんぷ製 いビニール製



大型絵本読み聞かせスタンド
(ス タンダー ド幅46cm・ グリーン)

1 縦長の大型絵本によい

大型絵本読み聞かせスタンド (ワ イド幅67cm・ ピンク) 1 横長の大型絵本によい

紙芝居舞台 (画面サイズ約幅 35cmX高 25cm) 9 個別にサイズが多少違います

紙芝居舞台用貸出用袋 2

ほるぷの大判紙芝居舞台 (画面サイズ幅40cmX高 23cm) 1

他社の紙芝居にも使用できる
ように、調整用中枠が付いて
います。

品 名 点 数 備 考

大型紙芝居用舞台 (画面サイズ幅57cmX高 41cm) 1

大型紙芝居舞台用袋 1

ひょうしぎ 1


