
所蔵館：大滝分室  

No. 資料コード 資料名 著者名 出版者  

1 2127453609 あかずきん 田口　俊雄脚色 教育画劇  

2 2127452981 うりこひめとあまのじゃく 松谷　みよ子脚本 童心社  

3 2127453450 うらしまたろう 若林　一郎作 童心社  

4 2127453385 おやゆびひめ アンデルセン原作 童心社  

5 2127453278 ねずみのよめいり 堀尾　青史作 童心社  

6 2127453393 おおきなだいこん 川崎　大治脚本 童心社  

7 2127453096 子そだてゆうれい 桜井　信夫脚本 童心社  

8 2127453484 はなさかじいさん 与田　準一脚本 童心社  

9 2127453286 かぐやひめ 浜田　廣介脚本 童心社  

10 2127453245 ごんぎつね 新美　南吉原作 童心社  

11 2127453302 三びきのこぶた 川崎　大治脚本 童心社  

12 2127453377 ももたろう 川崎　大治作 童心社  

13 2127453351 ばけくらべ 松谷　みよ子作 童心社  

14 2127453369 かちかちやま 香山　美子脚本 童心社  

15 2127453419 かいじゅうトドラ・トットコ 半沢　一枝作 童心社  

16 2127453294 ふしぎのくにのアリス ルイス・キャロル原作 童心社  

17 2127452783 しっていますか？むしば 健康安全教育研究会作 ぎょうせい  

18 2127453310 三びきのくま トルストイ原作 童心社  

19 2127453427 いたずらおばけ 堀尾　青史作 童心社  

20 2127453435 へっぴりよめさま 川崎　大治脚本 童心社  

21 2127453559 ＵＦＯがやってきた まつい　のりこ作・絵 全国心身障害児福祉財団  

22 2127453492 ももたろう さねとう　あきら脚本 童心社  

23 2127452601 カレーライスがにげだした しばはら　ち作・画 教育画劇  

24 2127453617 おべんとうのえんそく 矢玉　四郎作・画 教育画劇  

25 2127452692 へんしんクックママ  

26 2127453237 うみにしずんだおに 松谷　みよ子脚本 童心社  

27 2127452973 したきりすずめ 松谷　みよ子脚本 童心社  

28 2127452734 たまごはかせともじゃもじゃ 矢崎　節夫作 教育画劇  

29 2127452965 りゅうぐうのおよめさん 松谷　みよ子脚本 童心社  

30 2127453252 かさじぞう 松谷　みよ子脚本 童心社  

31 2127452882 あめ 幼児教育研究会作 ぎょうせい  

32 2127452775 おたまじゃくし 幼児教育研究会作 ぎょうせい  

33 2127452866 はるのはな 幼児教育研究会作 ぎょうせい  

34 2127452874 からだをしらべよう 健康安全教育研究会作 ぎょうせい  

35 2127452940 しょくじのじかんですよ 健康安全教育研究会作 ぎょうせい  

36 2127452908 トントン、はいってますか？ 健康安全教育研究会作 ぎょうせい  

37 2127452916 ジャングルジムのあそび 健康安全教育研究会作 ぎょうせい  

38 2127452924 やけどにちゅういしよう 健康安全教育研究会作 ぎょうせい  

39 2127452742 かしこいおきさきさま 瀬尾　七重作 教育画劇  

40 2127452791 あわてないで… 健康安全教育研究会作 ぎょうせい  

41 2127452932 じしんとかじのとき 健康安全教育研究会作 ぎょうせい  

42 2127453625 こんこん、クシュン… 健康安全教育研究会作 ぎょうせい  

43 2127452809 しゃぼんだま 幼児教育研究会作 ぎょうせい  

44 2127453526 あさがお 幼児教育研究会作 ぎょうせい  

45 2127452817 たなばた 幼児教育研究会作 ぎょうせい  

46 2127452825 あきのむし 幼児教育研究会作 ぎょうせい  

47 2127452833 あきのくだもの 幼児教育研究会作 ぎょうせい  

48 2127452890 おこめのできるまで 幼児教育研究会作 ぎょうせい  

49 2127452858 こおり 幼児教育研究会作 ぎょうせい  

50 2127453179 みずうみをしばるはなし 横田　章文 教育画劇  
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51 2127452841 すとーぶとこたつ 幼児教育研究会作 ぎょうせい  

52 2127453187 ゆきおんな 桜井　信夫脚本 童心社  

53 2127452700 ばけものでら　９９３ 水谷　章三脚本 童心社  

54 2127452635 じてんしゃのじゅんちゃん 香山　美子作 教育画劇  

55 2127452627 ひかれたボール 浜田　留美作 教育画劇  

56 2127453013 おじさんあぶないよ 古寺　伸竹作 教育画劇  

57 2127453120 わんちゃんぴょんちゃん 石川　光男作 教育画劇  

58 2127453112 おててやあんよは売ってない 岡上　鈴江作 教育画劇  

59 2127453088 くうくんのみちあんない 角田　光男作 教育画劇  

60 2127452726 まねっこけんたくん 岡　信子作 教育画劇  

61 2127453021 たぬちゃんとテレビ 安田　浩作 教育画劇  

62 2127452684 おやゆびこぞう 市川　京子文 教育画劇  

63 2127453518 ポテトサラダのすきな王さま 仲倉　眉子作 教育画劇  

64 2127453104 あらしのうみのゆうれい 諸橋　精光脚本・画 童心社  

65 2127453229 たろうがるすばんしていると 中川　正文脚本 童心社  

66 2127453468 ぬすびととこひつじ 新美　南吉原作 童心社  

67 2127453591 おひさまときたかぜ 川崎　大治脚本 童心社  

68 2127452999 まほうのくびかざり グリム原作 童心社  

69 2127453054 りっぱなつののしか 八木田　宜子脚本 童心社  

70 2127453211 じいさまときつね 増田　尚子脚本 童心社  

71 2127453534 おににさらわれたあねこ 水谷　章三脚本 童心社  

72 2127452676 きつねのつかい 新美　南吉原作 童心社  

73 2127452957 くまになったピアナ さねとう　あきら脚本 童心社  

74 2127452643 のねずみとまちのねずみ 稲庭　桂子脚本 童心社  

75 2127452619 しろいからす 上地　ちづ子脚本 童心社  

76 2127452767 冬のわらたば 津谷　タズ子脚本 童心社  

77 2127453153 ぱんくがえる　ぺちゃんこがえる 堀尾　青史脚本 童心社  

78 2127453195 花のき村とぬすびとたち　後編 新美　南吉原作 童心社  

79 2127453203 花のき村とぬすびとたち　前編 新美　南吉原作 童心社  

80 2127452759 のっぺらぼう 渋谷　勲脚本 童心社  

81 2127453005 たのきゅう 渋谷　勲脚本 童心社  

82 2127453062 うまくいけるかな 教育画劇編集部作 教育画劇  

83 2127453039 かえるの王子さま 清水　たみ子文 教育画劇  

84 2127453567 しらゆきひめ　後編 吉野　弘子脚色 教育画劇  

85 2127453138 ふしぎなはこ 関　七美文 教育画劇  

86 2127453146 まんまるキリン しばはら　ち作 教育画劇  

87 2127452650 ねずみのほりもの 鶴見　正夫文 教育画劇  

88 2127453542 長者やしきのおとろし話 かこ　さとし作・絵 全国心身障害児福祉財団  

89 2127453583 おしゃれなケーキのケーコさん 西内　ミナミ作 教育画劇  

90 2127453575 どうしてあのとき 福島　のり子作 教育画劇  

91 2127452718 なんでもなおすおいしゃさん 安田　浩文 教育画劇  

92 2127453161 いっきゅうさん 福島　のり子文 教育画劇  

93 2127453047 タネくんのからだのなかのぼうけん 山本　省三作・画 教育画劇  

94 2127452668 よくばりわんくん 堀尾　青史脚本 童心社  

95 2127453070 おさんぎつね 折口　てつお文 教育画劇  

96 2127490130 もりのしょうぼうだん 徳田正明監修 日本防火協会  

97 2127453443 かぐやひめ 岩崎　京子脚本 童心社  

98 2127453476 さるとかに 松谷　みよ子脚本 童心社  

99 2127453500 みんなげんき？ 五味　太郎作・絵 全国心身障害児福祉財団  

100 2127453328 アンパンマンとかびるんるん やなせ　たかし作・絵 フレーベル館  
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101 2127453336 アンパンマンまじょのくにへ やなせ　たかし作・絵 フレーベル館  

102 2127453344 あんぱんまんとばいきんまん やなせ　たかし作・絵 フレーベル館  

103 2127453401 おおかみと七ひきの子やぎ 奈街　三郎脚本 童心社  

104 2127453260 ねむりひめ ペロー原作 童心社  
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