
所蔵館：伊達本館

No. 資料コード 資料名 著者名 出版者

1 2120409301 あさがおアパート 清水 えみ子／作 童心社

2 2120235128 あっちとこっち 与田 準一／作 童心社

3 2120313685 あひるのおうさま 堀尾 青史／脚本 童心社

4 2120234741 天の川にかかるはし 小野 和子 文 教育画劇

5 2120291329 アンパンマンとかいじゅうアンコラ やなせ たかし／作・絵 フレーベル館

6 2120570896 アンパンマンとカレーパンマン やなせ たかし／作・絵 フレーベル館

7 2120570904 アンパンマンとだだんだん やなせ たかし／作・絵 フレーベル館

8 2120570920 アンパンマンとちびぞうくん やなせ たかし／作・絵 フレーベル館

9 2120235086 いいものみつけた 中原 収一／作 画 教育画劇

10 2120293481 いじわるなんかするからさ 柴野 民三／作 教育画劇

11 2120234923 いそおんながでる海 北川 幸比古／脚本 童心社

12 2120234667 いったんもめん 古山 広子／脚本 童心社

13 2120234949 いなくなったふたり 高橋 道子／脚本 童心社

14 2120533969 いなむらの火 川崎 大治／脚本 童心社

15 2120515032 うなぎにきいて 桂 文我／脚本 童心社

16 2120235722 ウーフはおしっこでできてるか?? 神沢 利子／作 ポプラ社

17 2120293200 おおかみと七ひきの子やぎ 奈街 三郎／脚本 童心社

18 2120313628 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

19 2120234881 おかあさんおめでとう 神沢 利子／作 ポプラ社

20 2120313560 おとうさん 与田 凖一／脚本 童心社

21 2120515354 おとうふさんとそらまめさん 松谷 みよ子／脚本 童心社

22 2120293853 おひなさまになったにんぎょう 東川 洋子／作 教育画劇

23 2120540030 おぼうさんとろくろくび みやざき ひろかず／作 絵 教育画劇

24 2120235987 おまめくんぱちぱちー とよた かずひこ／脚本・絵 童心社

25 2120540048 おむすびくん とよた かずひこ／脚本・絵 童心社

26 2120235276 くつしたのなかのプレゼント 間所 ひさこ／作 教育画劇

27 2120291899 くま一ぴきぶんはねずみ百ぴきぶんか 神沢 利子／作 ポプラ社

28 2120235151 くろずみ小太郎旅日記 その1 飯野 和好／作・絵 ポプラ社

29 2120298589 くろずみ小太郎旅日記 その2 飯野 和好／作・絵 ポプラ社

30 2120298597 くろずみ小太郎旅日記 その3 飯野 和好／作・絵 ポプラ社

31 2120533928 けいろうのひ いとう みき／作 絵 教育画劇

32 2120235201 こいのぼりさんありがとう 桜井 信夫／作 教育画劇

33 2120236167 ごろん ひろかわ さえこ／脚本・絵 童心社

34 2120236373 さぎとり 桂 文我／脚本 童心社

35 2120236357 さむいときにはね 伊東 美貴／作 画 教育画劇

36 2120236332 さらやしきのおきく 桂 文我／脚本 童心社

37 2120409327 ザリガニのあか 高家 博成／脚本 童心社

38 2120330606 したきりすずめ 松谷 みよ子／脚本 童心社

39 2120294158 したきりすずめ 松谷 みよ子／脚本 童心社

40 2120236480 七どぎつね 桂 文我／脚本 童心社

41 2120236316 すてきなおままごと 寮 美千子／作 教育画劇

42 2120570888 それいけ!アンパンマン やなせ たかし／作・絵 フレーベル館

43 2120533936 たいいくのひだいすき! 宮本 えつよし／作 絵 教育画劇

44 2120313610 たべられたやまんば 松谷 みよ子／脚本 童心社

45 2120515388 だるまさんがころんだ 福田 岩緒／脚本・絵 童心社

46 2120562042 ちっちゃいこえ アーサー・ビナード／脚本 童心社

47 2120235664 でいだらぼっち 津谷 タズ子／脚本 童心社

48 2120515396 でてこいこい! 間所 ひさこ／脚本 童心社

49 2120235649 としがみさまとおしょうがつ やすい すえこ／作 教育画劇

50 2120246505 とまがしま 桂 文我／脚本 童心社
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51 2120533944 とんとこもりのやくそく 浅沼 とおる／作 絵 教育画劇

52 2120236597 どっきりさるくん ひまわり／作 画 教育画劇

53 2120515362 ながぐつながぐつ 内田 麟太郎／脚本 童心社

54 2120515370 にらめっこしましょあっぷっぷ! 長野 ヒデ子／脚本・絵 童心社

55 2120292442 ぬまのぬしからのてがみ 望月 新三郎／脚本 童心社

56 2120292418 ネコのおりょうり 長野 ヒデ子／脚本・画 童心社

57 2120515347 ねないこだあれ 松谷 みよ子／脚本 童心社

58 2120318825 のはらにね ひろかわ さえこ／脚本・絵 童心社

59 2120540055 はい、タッチ とよた かずひこ／脚本・絵 童心社

60 2120533951 はたらいているみなさんありがとう! にへい たもつ／作 教育画劇

61 2120533910 はんぶんこのひ 塩田 守男／作 絵 教育画劇

62 2120292459 ぴったんこってきもちいいね 田村 忠夫／脚本 童心社

63 2120293317 ブレーメンのおんがくたい 川崎 大治／脚本 童心社

64 2120293333 ヘンゼルとグレーテル 堀尾 青史／脚本 童心社

65 2120298613 ぼくにものせてよ 関 七美／作 教育画劇

66 2120407826 まほうにかけられたクック 内閣府政策統括官監修 全日本交通安全協会

67 2120515404 まんまるまんまたんたかたん 荒木 文子／脚本 童心社

68 2120247305 みにくいあひるのこ アンデルセン／原作 童心社

69 2120247354 みんなでたいそう 新沢 としひこ／脚本 童心社

70 2120294745 みんなでぽん! まつい のりこ／脚本・画 童心社

71 2120247198 めがねやとどろぼう 桂 文我／脚本 童心社

72 2120247420 めだらけ 滝本 つみき／脚本 童心社

73 2120570912 メロンパンナとひみつのはなぞの やなせ たかし／作・絵 フレーベル館

74 2120247214 もっとできるよでんぐりこ 礒 みゆき／作 画 教育画劇

75 2120247289 もみもみおいしゃさん とよた かずひこ／脚本・絵 童心社

76 2120533977 もみもみおいしゃさん とよた かずひこ／脚本・絵 童心社

77 2120294778 ももたろう 松谷 みよ子／脚本 童心社

78 2120533902 ゆいちゃんとせいじんのひ 新井 悦子／文 教育画劇

79 2120247586 ゆーらんゆーらんあしたもね 武鹿 悦子／作 教育画劇

80 2120247529 りりこちゃんのぱんやさん 太田 裕子／作 画 教育画劇

81 2120293648 あおむしだれのこ 与田 準一／脚本 童心社

82 2120234816 赤いろうそくと人魚 小川 未明／原作 童心社

83 2120235706 あかがみとくろがみ 須藤 出穂／脚色 NHKサービスセンター

84 2120234733 あかずきん 田口 俊雄／脚色 教育画劇

85 2120293226 あかずきんちゃん 小林 純一／脚本 童心社

86 2120246612 アカトンボ 七尾 純／構成・文 あかね書房

87 2120234592 あかんぼばあさん 川崎 大治／脚本 童心社

88 2120234899 あきちのぼうけん 都丸 つや子／脚本 童心社

89 2120235714 あき寺のばけもの 西本 鶏介／原作 童心社

90 2120293630 あげはのルン 得田 之久／脚本・画 童心社

91 2120246596 アゲハチョウ 七尾 純／構成・文 あかね書房

92 2120246778 アサガオ 七尾 純／構成・文 あかね書房

93 2120293622 あそびましょ 八木田 宜子／作 童心社

94 2120246703 アブラゼミ 七尾 純／構成・文 あかね書房

95 2120246570 アボカドあかちゃん ジョン・バーニンガム／作 ほるぷ出版

96 2120234717 アマガエルまめた わいお としこ／脚本 童心社

97 2120298555 雨のトーテムポール 堀尾 青史／作 童心社

98 2120234600 あめかいゆうれい 安田 浩／文 教育画劇

99 2120235102 あめたろう 神沢 利子／作 童心社

100 2120293614 あらそい アミーチス／原作 童心社
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101 2120293606 ありんこがっこう 福田 和／作 童心社

102 2120293598 アルプスのしょうじょ 前編 ヨハンナ=スピリ／作 教育画劇

103 2120293580 アルプスのしょうじょ 後編 ヨハンナ=スピリ／作 教育画劇

104 2120324260 あわてものしょうぼうしゃウーカン 山脇 恭／作 教育画劇

105 2120234782 あわれなアフリカぞう 足沢 良子／作 教育画劇

106 2120235003 あんあんふうせん 古寺 伸竹／作 教育画劇

107 2120293572 安寿とずし王 森 鴎外／原作 童心社

108 2120293564 安寿とずし王 森 鴎外／原作 童心社

109 2120234659 安寿とずし王 上 森 鴎外／原作 童心社

110 2120234790 安寿とずし王 下 森 鴎外／原作 童心社

111 2120234675 アンパンマンとうみのあくま やなせ たかし／作・絵 フレーベル館

112 2120293556 アンパンマンとおばけのもり やなせ たかし／作・絵 フレーベル館

113 2120293549 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

114 2120235854 アンパンマンとカレンのもり やなせ たかし／作・絵 フレーベル館

115 2120234626 アンパンマンとごりらまん やなせ たかし／作・絵 フレーベル館

116 2120293523 アンパンマンとタータン やなせ たかし／作・絵 フレーベル館

117 2120298563 アンパンマンとちくりん やなせ たかし／作・絵 フレーベル館

118 2120327594 アンパンマンとドキンちゃん やなせ たかし／作・絵 フレーベル館

119 2120235979 アンパンマンとドドのしま やなせ たかし／作・絵 フレーベル館

120 2120293515 アンパンマンとばいきんまん やなせ たかし／作・絵 フレーベル館

121 2120235060 アンパンマンとぴいちくもり やなせ たかし／作・絵 フレーベル館

122 2120235094 アンパンマンとポットちゃん やなせ たかし／作・絵 フレーベル館

123 2120234832 アンパンマンとぽんぽんじま やなせ たかし／作・絵 フレーベル館

124 2120324278 アンパンマンとまいごのうちゅうじん やなせ たかし／作・絵 フレーベル館

125 2120235847 アンパンマンとまいごのマイマイ やなせ たかし／作・絵 フレーベル館

126 2120291840 アンパンマンとみえないまん やなせ たかし／作・絵 フレーベル館

127 2120314956 アンパンマンとみかづきまん やなせ たかし／作・絵 フレーベル館

128 2120293507 アンパンマンとらくがきこぞう やなせ たかし／作・絵 フレーベル館

129 2120234857 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

130 2120235078 いっきゅうさん 福島 のり子／文 教育画劇

131 2120234618 一休さんのとらたいじ 坂巻 貞彦／作画 教育画劇

132 2120235037 いっすんぼうし 浜田 留美／文 教育画劇

133 2120293234 いっすんぼうし 坪田 譲治／脚本 童心社

134 2120234931 いけからでると… 得田 之久／脚本・画 童心社

135 2120293499 いじわる だめよ 津山 伸子／作 童心社

136 2120291857 いたずらおばけ 堀尾 青史／作 童心社

137 2120234766 いたずら2人ぐみ 堀尾 青史／脚本 童心社

138 2120234725 いちばんがすきなサンちゃん 金明 悦子／作 教育画劇

139 2120315649 いどほりちょうべえ 須藤 出穂／脚色 NHKサービスセンター

140 2120234808 いなかねずみとまちねずみ イソップ／原作 NHKサービスセンター

141 2120298571 いなばのしろうさぎ 片岡 輝／脚色 NHKサービスセンター

142 2120293242 いなばのしろうさぎ 堀尾 青史 童心社

143 2120293473 いばりんぼたかしくん いしばし しずこ／作 教育画劇

144 2120293465 いばりんぼうのかみひこうき 高木 あきこ／作 教育画劇

145 2120293457 いもころがし 川崎 大治／作 童心社

146 2120293440 イルカのルカ 杉浦 宏／脚本 童心社

147 2120234964 いわじいさん 松岡 励子／脚色 NHKサービスセンター

148 2120234642 イワンのばか トルストイ／原作 童心社

149 2120235110 うぐいすひめ 立原 えりか／脚色 NHKサービスセンター

150 2120293655 うさちゃん 瀬名 恵子／作・絵 童心社
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151 2120234907 うしわかまる 西本 鶏介／脚色 教育画劇

152 2120235052 うまかたどんとたぬきのポンタ 菊地 ただし／作 教育画劇

153 2120293663 うまくいけるかな 教育画劇編集部／作 教育画劇

154 2120293671 うみにしずんだおに 松谷 みよ子／脚本 童心社

155 2120246547 海へびサイラス ビル・ピート／作 ほるぷ出版

156 2120234980 うらしまたろう 第1集 奈街 三郎／文 教育画劇

157 2120293259 うらしまたろう 堀尾 青史／脚本 童心社

158 2120235920 うりこひめとあまのじゃく 松谷 みよ子／脚本 童心社

159 2120246539 えかきさんとことり マックス・ベルジュイス／作 ほるぷ出版

160 2120234634 おっはよう もうおきた? 小野寺 悦子／脚本 童心社

161 2120235946 おいしいおかゆ 堀尾 青史／脚本 童心社

162 2120313651 おうさまさぶちゃん 馬場 のぼる／脚本・絵 童心社

163 2120293689 おうむのしろちゃん ねこのしろちゃん 椋 鳩十／原作 童心社

164 2120293713 おおえやまのおに 関 きよし／脚本 童心社

165 2120293739 おおえやまのおに 関 きよし／脚本 童心社

166 2120293721 おおえやまのおに 関 きよし／脚本 童心社

167 2120293697 おおかみと7ひきのこやぎ 大木 純／脚色 教育画劇

168 2120235045 オオカミのまゆげ YUJI／作・絵 教育画劇

169 2120291865 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

170 2120294448 おおきくてもちいさくても… マリア・エンリカ・アゴスティネリ／絵 ほるぷ出版

171 2120294430 おおきなおとしもの H・C・アンデルセン／原作 ほるぷ出版

172 2120234998 おおきなくまさん 飯島 敏子／作 教育画劇

173 2120293747 おかあさんのはなし 稲庭 桂子／脚本 童心社

174 2120293754 おくびょうなうさぎ 川崎 大治／脚本 童心社

175 2120246273 おこりんぼうのあひるさんとにわとりさん 村山 籌子／原作 童心社

176 2120246232 おこりんぼうのあひるさんとにわとりさん 村山 籌子／原作 童心社

177 2120235904 おこりんぼうのあひるさんとにわとりさん 村山 籌子／原作 童心社

178 2120293762 おさじさん 松谷 みよ子／作 童心社

179 2120234956 おさじさん 松谷 みよ子／作 童心社

180 2120293192 オサルノラッパ 川崎 大治／作 ほるぷ出版

181 2120293770 おさるさんのふえ 川崎 大治／作 童心社

182 2120235961 おさんぎつね 折口 てつお／文 教育画劇

183 2120293804 おしゃれおばけ 仲倉 眉子／作 教育画劇

184 2120234915 おしょうさんとこぞうさん 筒井 敬介／脚色 NHKサービスセンター

185 2120235953 おしろさんとおくろさん 村山 籌子／原作 童心社

186 2120234774 おじいさんとおばけ 堀尾 青史／脚本 童心社

187 2120293788 おじいちゃんとぼんおどり 辻 邦／脚本 童心社

188 2120293796 おじさんあぶないよ 古寺 伸竹／作 教育画劇

189 2120235862 おそばのくきがあかいのは 石山 透／脚色 NHKサービスセンター

190 2120234840 おそらのうえからこんにちは 小賀野 実／写真案 教育画劇

191 2120235771 おたまたまごろう 金山 美莎子／作 童心社

192 2120291873 おたまじゃくしのおとうさん 浜田 広介／作 教育画劇

193 2120409319 おたまじゃくしの101ちゃん かこ さとし／作  中川 道子／絵 童心社

194 2120234873 おたんじょうびはクリスマス 立原 えりか／作 教育画劇

195 2120313669 おだんごころころ 坪田 譲治／脚本 童心社

196 2120293812 おだんごころころ 竹崎 有斐／作 教育画劇

197 2120234683 お月さまいくつ アンデルセン／原作 童心社

198 2120235821 おててやあんよは売ってない 岡上 鈴江／作 教育画劇

199 2120235789 おともだちどこ? 土田 義晴／脚本・画 童心社

200 2120235805 おにとおひゃくしょうさん 瀬尾 七重／作 教育画劇
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201 2120235813 おにとおひめさま 堀尾 青史／脚本 童心社

202 2120235755 おににさらわれたあねこ 水谷 章三／脚本 童心社

203 2120293820 おにいちゃんのひこうき 古山 広子／脚本 童心社

204 2120291311 おにばばときんのくさり 山口 節子／作 教育画劇

205 2120293184 おはなしおはなし ゲイル・E・ヘイリー／作 ほるぷ出版

206 2120293838 おはなしできた 中村 博／脚本 童心社

207 2120235888 おばあちゃんがくる日 伴 弘子／脚本 童心社

208 2120324229 おばけをてんぷらにしてたべた兄弟 松岡 励子／作・文 NHKサービスセンター

209 2120235029 おばけのすてきなまほう ふじしま あおとし／作・画 教育画劇

210 2120324237 おばけのはみがき 林原 玉枝／作 教育画劇

211 2120235797 おばけのマーチ 間所 ひさこ／作 教育画劇

212 2120291881 おばけやしきだぞ! 仲倉 眉子／作 教育画劇

213 2120235870 おひゃくしょうとめうし 松野 正子／脚本 童心社

214 2120293846 おひさまときたかぜ 川崎 大治／脚本 童心社

215 2120293861 おふろにいれて 瀬名 恵子／作・画・解説 教育画劇

216 2120235896 おへんじ 奈街 三郎／作 童心社

217 2120293879 おへんじ 奈街 三郎／作 童心社

218 2120291931 おむすびころりん 柴野 民三／文 教育画劇

219 2120235763 おやねここねこおばけねこ 北川 幸比古／作 教育画劇

220 2120235938 おやゆびこぞう 市川 京子／文 教育画劇

221 2120235748 おやゆびひめ　　アンデルセン編 第2集 吉野 弘子／文 教育画劇

222 2120235912 おれさまは、カジノモト! 高橋 由為子／脚本・画 童心社

223 2120235011 おんどりと二まいのきんか 堀尾 青史／脚本 童心社

224 2120293887 おんなじおんなじ 多田 ヒロシ／作・画 童心社

225 2120293903 かっこととみいのだいぼうけん 堀尾 青史／脚本 童心社

226 2120236175 貝の火 宮沢 賢治／原作 童心社

227 2120246661 カエル 七尾 純／構成・文 あかね書房

228 2120235995 かえるの王子さま 清水 たみ子／文 教育画劇

229 2120236159 かえるのゴムぐつ 宮沢 賢治／原作 NHKサービスセンター

230 2120293895 かくれんぼ 瀬名 恵子／脚本・画 童心社

231 2120235219 かぐやひめ 福島 のり子／文 教育画劇

232 2120293267 かぐやひめ 浜田 廣介／脚本 童心社

233 2120235177 かさじぞう 石山 透／文 NHKサービスセンター

234 2120291907 かさじぞう 長崎 源之助／文 教育画劇

235 2120236027 かたきうちの話 新美 南吉／原作 童心社

236 2120246760 カタツムリ 七尾 純／構成・文 あかね書房

237 2120236266 かち、かち、かじようじん 辻 邦／脚本 童心社

238 2120235169 かちかちやま 西本 鶏介／文 教育画劇

239 2120235359 カナリヤ・タクシーたかせ・たかしくん 渡辺 泰子／作 童心社

240 2120293085 カブトムシ 七尾 純／構成・文 あかね書房

241 2120235193 かめくんだいじょうぶ? 仲川 道子／脚本・画 童心社

242 2120235839 かめさんのふゆごもり 今井 誉次郎／作 童心社

243 2120293911 かるかやバレーがっこう かこ さとし／脚本 童心社

244 2120235144 かわいいやぎさんのおひげ 村山 籌子／原作 童心社

245 2120235300 かわいそうなぞう 土家 由岐雄／作 童心社

246 2120293929 かわうそ 椋 鳩十／原作 童心社

247 2120293937 かわうそときつね 堀尾 青史／作 童心社

248 2120236019 かわへおちたたまねぎさん 村山 籌子／原作 童心社

249 2120236076 がらがら九すけ 青木 きみ／作 童心社

250 2120236191 がんばれ木の葉の剣 岡田 ゆたか／脚本・画 童心社
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251 2120293945 がんばれ土佐っぽ 安田 浩／文 教育画劇

252 2120236035 きょうりゅうってなんだろう 黒川 光広／脚本・画 童心社

253 2120236233 ききみみずきん 堀尾 青史／作 童心社

254 2120293960 きつねとたんぽぽ 松谷 みよ子／原作 NHKサービスセンター

255 2120293952 きつねのおやことクレヨンおばけ 武井 直紀／作 教育画劇

256 2120293176 キツネノゲントウ 宮沢 賢治／原作 ほるぷ出版

257 2120235292 きつねのなきいろ 松谷 みよ子／監修 童心社

258 2120246554 キリギリス 七尾 純／構成・文 あかね書房

259 2120294315 きんのがちょう 川崎 大治／脚本 童心社

260 2120235383 きんいろのさかな プーシキン／原作 童心社

261 2120294307 きんたろう 才田 俊次／作・画 教育画劇

262 2120291923 クックおかしのくにのだいぼうけん 内閣府政策統括官(共生社会政策担当)監修 全日本交通安全協会

263 2120236209 クックとおねえちゃんのおつかい 内閣府政策統括官(共生社会政策担当)監修 全日本交通安全協会

264 2120236258 クック・ドゥードゥルドゥーのたからさがし 内閣府政策統括官(共生社会政策担当)監修 全日本交通安全協会

265 2120236134 クック・ドゥードゥルドゥーのおかいもの 内閣府政策統括官監修 全日本交通安全協会

266 2120236126 くいしんぼうおばけ なかむら とおる／作 教育画劇

267 2120294323 くうくんのみちあんない 角田 光男／作 教育画劇

268 2120236084 くじらのクー 小林 純一／作 童心社

269 2120235185 くださいな 和歌山 静子／作・画 教育画劇

270 2120294331 くちのあかないカバ ヒポポくん わしお としこ／脚本 童心社

271 2120236050 くぬぎのもりのしょくどう 得田 之久／脚本・画 童心社

272 2120294349 くまくんだったらどうしたとおもう? 香山 美子／脚本 童心社

273 2120235623 くまさんのトラック 篠塚 かをり／原作 教育画劇

274 2120294356 くまちゃんのあんよ 稲庭 桂子／作 童心社

275 2120293150 蜘蛛の糸 芥川 龍之介／原作 ほるぷ出版

276 2120293077 クリスティーヌといわし エレーヌ・レイ／文 ほるぷ出版

277 2120234865 クリスマス 瀬名 恵子／作画・解説 教育画劇

278 2120236100 クリスマスなんかだいっきらい! 山崎 陽子／作 教育画劇

279 2120235250 クリスマスのかねのおと R.M.オールデン／原作 教育画劇

280 2120235334 クリスマスのプレゼント オー・ヘンリー／原作 童心社

281 2120294471 クレオパトラのそりすべり アンドレ・オデール／文 ほるぷ出版

282 2120324252 くれよんのはなし ドン・フリーマン／作 ほるぷ出版

283 2120236118 くれよんさんのけんか 八木田 宜子／作 童心社

284 2120313677 くれよんさんのけんか 第二集 八木田 宜子／脚本 童心社

285 2120235318 黒いパン アナトール・フランス／原作 教育画劇

286 2120246737 クワガタムシ 七尾 純／構成・文 あかね書房

287 2120294364 ぐーんとのばせ 瀬名 恵子／作・画 教育画劇

288 2120235268 グスコーブドリの伝記 宮沢 賢治／原作 童心社

289 2120235227 グスコーブドリの伝記 宮沢 賢治／原作 童心社

290 2120235235 けが、けが、けんた 関山 みどり／脚本 童心社

291 2120236274 けちくらべ 小野 和子／作 教育画劇

292 2120236092 けむりがでているよっ わしお としこ／脚本 童心社

293 2120246745 けんかだま 高橋 五山／作・画 ほるぷ出版

294 2120236068 けんちゃんのぼうし 篠塚 かをり／原作 教育画劇

295 2120294505 げんきなアルビナ アントネラ・ボリゲール=サベリ／作 ほるぷ出版

296 2120236043 コッコおばさんのおいしいレストラン 仲川 道子／脚本・画 童心社

297 2120324245 コッコさんとバースデーケーキ 神沢 利子／脚本 童心社

298 2120294463 コーちゃんのポケット ドン・フリーマン／作 ほるぷ出版

299 2120236282 こいのおんがえし 水谷 章三／脚色 NHKサービスセンター

300 2120235391 こうちゃんあそぼうよ 小林 純一／脚本 童心社
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301 2120236142 こがねのおの たなべ まもる／脚色 NHKサービスセンター

302 2120235243 こぐまのクリスマス 堀尾 青史／脚本 童心社

303 2120294380 こぐまのこぐちゃん 堀尾 青史／作 童心社

304 2120235284 こぐまのこぐちゃん 堀尾 青史／作 童心社

305 2120293143 こころのやさしいかいじゅうくん マックス・ベルジュイス／作 ほるぷ出版

306 2120294398 子ざるのぶらんこ 浜田 広介／作 教育画劇

307 2120246521 子どもの海 小出 正吾／原作 ほるぷ出版

308 2120313644 こねこのしろちゃん 堀尾 青史／脚本 童心社

309 2120236217 こねこのしろちゃん 堀尾 青史／脚本 童心社

310 2120235367 こねこちゃん 堀尾 青史／作 童心社

311 2120294224 こねこちゃん 堀尾 青史／作 童心社

312 2120235342 こびととくつや 稲庭 桂子／脚本 童心社

313 2120294232 こびとのエノッグ 織本 瑞子／脚本 童心社

314 2120236183 こぶたのけんか 高橋 五山／作 童心社

315 2120291915 こぶたのとことこ 浜田 広介／原作 童心社

316 2120293275 こぶとり 川崎 大治 童心社

317 2120235409 こぶとりじいさん 鶴見 正夫／文 教育画劇

318 2120294240 これなあに 神沢 利子／作 童心社

319 2120235375 ころころこぐま 平塚 武二／原作 童心社

320 2120236241 コンのじてんしゃのり 村山 桂子／脚本 童心社

321 2120294257 コンスケくんのおたんじょうかい 斉藤 瑶子／作 教育画劇

322 2120236225 こんにちはとしょかん 依田 逸夫／脚本 童心社

323 2120294372 ごきげんのわるいコックさん まつい のりこ／脚本・画 童心社

324 2120236001 ごきげんのわるいコックさん まつい のりこ／脚本・画 童心社

325 2120235136 ごちゃまぜカメレオン エリック・カール／作 ほるぷ出版

326 2120234758 五つぶのえんどうまめ 桜井 美知代／作・画 教育画劇

327 2120291949 ごめんね、ごみおばけ 社団法人北海道消費者協会

328 2120235326 ごんたさんのうなぎとり 川崎 大治／文 童心社

329 2120236555 さとり 岡田 ゆたか／脚本・画 童心社

330 2120236399 さとるのたからさがし 伊藤 たまき／脚本 童心社

331 2120236431 さむがりおに 木曽 秀夫／作画 教育画劇

332 2120293218 さるとかに 堀尾 青史／脚本 童心社

333 2120293101 さるとわに ポール・ガルドン／作 ほるぷ出版

334 2120235441 さるかにがっせん 第1集 長崎 源之助／文 教育画劇

335 2120236290 さんかくふたつ やべ みつのり／脚本・画 童心社

336 2120294273 サンタのすず 古山 広子／脚本 童心社

337 2120294265 サンタクマーズがこないわけ 塩田 守男／作・絵 教育画劇

338 2120236498 サンタさんはおおいそがし 川田 百合子共脚本 童心社

339 2120236464 三年ねたろう 安田 浩／文 教育画劇

340 2120294281 三びきのくま 森 やすじ／作・画 教育画劇

341 2120292384 三びきのこぐまとケーキ 村山 籌子／原作 童心社

342 2120292376 三びきのこぐまとひよこ 村山 籌子／原作 童心社

343 2120293283 三びきの子ぶた 川崎 大治 童心社

344 2120294299 三まいのおふだ 長崎 武昭／脚色 NHKサービスセンター

345 2120246646 ザリガニ 七尾 純／構成・文 あかね書房

346 2120236423 ざりがにマッカチン 高橋 道子／脚本 童心社

347 2120298621 ザリガニつり 島本 一男／脚本 童心社

348 2120236548 シュークリームのおきゃくさま 西村 彼呂子／作 教育画劇

349 2120236324 しょうじきなきこり イソップ／原作 童心社

350 2120294182 少年駅伝夫 鈴木 三重吉／原作 童心社

7 / 14 ページ



所蔵館：伊達本館

No. 資料コード 資料名 著者名 出版者

351 2120294455 少年と子だぬき 佐々木 たづ／作 童心社

352 2120294422 しょじょじのたぬきばやし 倉橋 達治／作画 教育画劇

353 2120292368 しあわせなおうじ オスカー・ワイルド／原作 NHKサービスセンター

354 2120236381 しずんだたんぼ 片岡 輝／脚色 NHKサービスセンター

355 2120236365 しぜんのたよりをとどけよう 江川 多喜雄／脚本 童心社

356 2120293291 したきりすずめ 高橋 五山／脚本 童心社

357 2120315789 したきりすずめ 第1集 安田 浩文 教育画劇

358 2120236654 しらゆきひめ 前編 吉野 弘子／脚色 教育画劇

359 2120236662 しらゆきひめ 後編 吉野 弘子／脚色 教育画劇

360 2120293093 しりっぽおばけ ジョアンナ・ガルドンさいわ ほるぷ出版

361 2120294190 しろいからす 上地 ちづ子／脚本 童心社

362 2120236506 しろいしか 佐々木 悦／脚本 童心社

363 2120236415 シンデレラひめ シャルル・ペロー／原作 NHKサービスセンター

364 2120236407 シンドバッドのぼうけん 白梅 進作／画 教育画劇

365 2120246620 ジャガイモ 七尾 純／構成・文 あかね書房

366 2120236308 11ぴきのねこ 馬場 のぼる／作・文・画 NHKサービスセンター

367 2120236449 じゅんちゃんすとっぷ 八木田 宜子／作 童心社

368 2120294166 じゅんちゃんすとっぷ 八木田 宜子／作 童心社

369 2120236670 じいさまときつね 増田 尚子／脚本 童心社

370 2120294174 じしんがきたら・・・ 山下 文男／脚本 童心社

371 2120236340 じてんしゃのじゅんちゃん 香山 美子／作 教育画劇

372 2120294208 せなかまるたろうくん 青木 きみ／作 童心社

373 2120236472 せみがおとなになるとき 川崎 大治／脚本 童心社

374 2120292335 セロひきのゴーシュ 宮沢 賢治／原作 童心社

375 2120236571 そらのさんぽ 鶴見 正夫／作 教育画劇

376 2120294489 それでもたまごはわれません ジェラルド・ローズ／作 ほるぷ出版

377 2120236514 それゆけパトカー 神戸 淳吉／作 教育画劇

378 2120236456 そんごくう大あばれのまき 若林 一郎／文 NHKサービスセンター

379 2120236639 そんごくう・火炎山をこえるのまき 前編 呉 承恩／原作 童心社

380 2120236647 そんごくう・火炎山をこえるのまき 後編 呉 承恩／原作 童心社

381 2120294216 ゾウのはなはなぜながい 片岡 輝／脚色 NHKサービスセンター

382 2120291956 ぞうさんのぼうし 鶴見 正夫／脚本 童心社

383 2120294414 ターちゃんとペリカン ドン・フリーマン／作 ほるぷ出版

384 2120235607 たからのげた 石山 透／脚色 NHKサービスセンター

385 2120236563 たからさがし まつい のりこ／脚本・画 童心社

386 2120294083 たけいっぽんしおいっしょう 松谷 みよ子／監修 童心社

387 2120235532 たこやたこざえもん 水谷 章三／脚本 童心社

388 2120235631 たなばたものがたり 北田 伸／脚本 童心社

389 2120235672 たにしちょうじゃ 花井 巴意／作 教育画劇

390 2120235698 たぬきとかあさんうさぎ 塩原 ゆかり／作 童心社

391 2120235656 たのきゅう 渋谷 勲／脚本 童心社

392 2120235433 たべてみたいな、おほしさま 武鹿 悦子／作 教育画劇

393 2120294109 太郎熊・次郎熊 川崎 大治 童心社

394 2120294091 太郎熊・次郎熊 川崎 大治 童心社

395 2120236688 たんたん とんとん 仲川 道子／脚本・絵 童心社

396 2120235599 タンポポ 七尾 純／構成・文 あかね書房

397 2120235425 だいくとおにろく 亜細亜堂共作・画 教育画劇

398 2120236746 だいこんできた! ひらお幼児教室／脚本 童心社

399 2120292350 だいこんのとこやさん 村山 籌子／原作 童心社

400 2120236712 チャボのおとうさん 中川 美穂子／脚本 童心社
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401 2120235417 注文の多い料理店 宮沢 賢治／原作 童心社

402 2120236613 ちょっとまってのけんちゃん 清水 えみ子／作 童心社

403 2120235573 彫刻師グリュッペロ 野町 てい／作 教育画劇

404 2120235490 ちょうちょホテル 松谷 みよ子／脚本 童心社

405 2120235508 ちょうちょむすびくびむすび 川口 志保子／原作 教育画劇

406 2120236621 ちょうふくやまのやまんば 能勢 紘也／脚色 NHKサービスセンター

407 2120294117 チョコレートカステラだいじけん かこ さとし／脚本 童心社

408 2120235474 ちいさいおしろ 川崎 大治／作 童心社

409 2120236753 ちいさなおばけ 瀬名 恵子／作・画 教育画劇

410 2120246687 ちいさなひつじ、フリスカ ロブ・ルイス／作 ほるぷ出版

411 2120236589 つきがきえたはなし 伊藤 海彦／脚色 NHKサービスセンター

412 2120235565 つきよのおふろ 高田 弘子／脚本・絵 童心社

413 2120246422 ツバメ 七尾 純／構成・文 あかね書房

414 2120298605 つばめのおやこ 国松 俊英／脚本 童心社

415 2120298639 つみきつもうつもう 津山 伸子／原案 童心社

416 2120294125 つるとかめ たなべ まもる／脚色 NHKサービスセンター

417 2120235466 つるのおんがえし 坪田 譲治／脚本 童心社

418 2120235482 つるのおんがえし 岡上 鈴江／文 教育画劇

419 2120294133 てがみのまいご 小春 久一郎／作 教育画劇

420 2120236761 てつだいねこ 水谷 章三／脚本 童心社

421 2120236787 てんまでのびたまめのき 能勢 紘也／脚色 NHKサービスセンター

422 2120235458 てんぐとかっぱとかみなりどん かこ さとし／脚本 童心社

423 2120236738 てんぐのかくれみの 花井 巴意／文 教育画劇

424 2120236720 てんとうむしのテム 得田 之久／脚本・画 童心社

425 2120294141 てんにんのよめさま 松岡 励子／脚色 NHKサービスセンター

426 2120235615 天人のよめさま 松谷 みよ子／作 童心社

427 2120235516 でいらんぼう 伊藤 海彦／脚色 NHKサービスセンター

428 2120236696 できたよできたよ 都丸 つや子／脚本 童心社

429 2120294026 とけいの3じくん 奈街 三郎／作 童心社

430 2120293168 杜子春 芥川 竜之助／原作 童心社

431 2120235557 としよりいぬのズルタン 小林 純一／脚本 童心社

432 2120236803 となりのはなはいたかった 望月 新三郎／脚本 童心社

433 2120236779 トボンとプクンのクリスマス 野村 るり子／原作 童心社

434 2120236795 とんだちょうじゃどん 堀尾 青史／作 童心社

435 2120235581 とんまなおおかみ 堀尾 青史／脚本 童心社

436 2120235680 どうしてあのとき 福島 のり子／作 教育画劇

437 2120235540 どうぶつ山のクリスマス わたり むつこ／作 童心社

438 2120292343 どくのはいったかめ 多田 ヒロシ／作・絵 教育画劇

439 2120235524 どろんちゃん ぽわーん 塩田 守男／作・画 教育画劇

440 2120246513 ドングリ 七尾 純／構成・文 あかね書房

441 2120236704 どんどん きらきら 森山 京／脚本 童心社

442 2120246307 ないたあかおに 浜田 広介／原作 NHKサービスセンター

443 2120246190 ないて百にん力 東川 洋子／作 教育画劇

444 2120246067 なかよしひゅるるん いそ みゆき／作・画 教育画劇

445 2120246091 なけばせんにんりき 水谷 章三／脚色 NHKサービスセンター

446 2120236811 なぜ、七夕にささかざりをするの? たなばた 若山 甲介／脚本 童心社

447 2120246208 なぞのあねさま 松谷 みよ子／監修 童心社

448 2120292392 なぞなぞなあに 渋谷 勲／脚本 童心社

449 2120294034 なぞなぞのくにのアンパンマン やなせ たかし／作・絵 フレーベル館

450 2120246075 なぞなぞむこどん 佐藤 義則／脚本 童心社
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451 2120294042 ななつのほし トルストイ／原作 童心社

452 2120327628 七つぼし レフ・トルストイ／原作 NHKサービスセンター

453 2120294059 ナナばあさんのまじょスープ 平井 貴子／作・画 教育画劇

454 2120246653 ナナホシテントウ 七尾 純／構成・文 あかね書房

455 2120292426 なめとこ山のくま 前編 宮沢 賢治／原作 童心社

456 2120292434 なめとこ山のくま 後編 宮沢 賢治／原作 童心社

457 2120246414 なんだろう 桜井 信夫／脚本 童心社

458 2120292400 なんでもなおすおいしゃさん 安田 浩／文 教育画劇

459 2120313636 なんにもせんにん 川崎 大治／脚本 童心社

460 2120293036 ニャオーといったのはだれでしょう ステーエフ／原作 童心社

461 2120294406 にぐるまひいて ドナルド・ホール／文 ほるぷ出版

462 2120246174 にげたくれよん 八木田 宜子／作 童心社

463 2120246158 にちようびのパンツ 筒井 敬介／原作・脚本 NHKサービスセンター

464 2120294067 ニルスのふしぎなたび ラーゲルレーフ／原作 教育画劇

465 2120246117 二わのつる 水谷 まさる／作 教育画劇

466 2120246224 にわとりとっと 渡辺 享子／脚本・絵 童心社

467 2120246141 にんぎょのクーマラじいさん 伊藤 海彦／脚色 NHKサービスセンター

468 2120246448 人魚ひめ アンデルセン／原作 童心社

469 2120294075 にんぎょひめ　　 アンデルセン編 第2集 香山 美子／文 教育画劇

470 2120246257 にんじんの花 島津 和子／脚本・画 童心社

471 2120246133 ねえあそぼうよ! 藤本 ともひこ／脚本・絵 童心社

472 2120246315 ネコのおてがみ 長野 ヒデ子／脚本・画 童心社

473 2120246182 ネコのたいそう 長野 ヒデ子／脚本・画 童心社

474 2120246240 ねずみちょうじゃ 川崎 大治／脚本 童心社

475 2120246083 ねずみのしっぽ 瀬名 恵子／作・画 教育画劇

476 2120246166 ねずみのすもう こわせ たまみ／文 NHKサービスセンター

477 2120246299 ねずみのほりもの 鶴見 正夫／文 教育画劇

478 2120234824 ねぼすけこびと まつい のりこ／脚本・絵 童心社

479 2120246323 のっぺらぼう 渋谷 勲／脚本 童心社

480 2120246281 のねずみとまちのねずみ 稲庭 桂子／脚本 童心社

481 2120246265 のねずみチッポのクリスマス 宮西 いづみ／作 教育画劇

482 2120246109 のばら 小川 未明／原作 童心社

483 2120246216 のみのかわでつくった王さまのながぐつ 高橋 五山／脚本 童心社

484 2120293978 のりものおばけのパルくん 毛利 綾／作・画 教育画劇

485 2120246950 はーい、ゆうびんでーす! あべ はじめ／作・画 教育画劇

486 2120293986 はーくしょい 瀬名 恵子／作画・解説 教育画劇

487 2120246968 はいいろくびののがも 川崎 大治／文 童心社

488 2120246489 はかばへいくむすめ にへい たもつ／作 教育画劇

489 2120247016 はしのうえのおおかみ 奈街 三郎／作 教育画劇

490 2120246497 はしれ!とびだせ!まちのくるま 小賀野 実／写真案 教育画劇

491 2120294000 はじめてひこうきにのったよ 木暮 正夫／作 教育画劇

492 2120246935 はだかの王さま アンデルセン／原作 教育画劇

493 2120294539 はちかつぎ 木村 次郎／作 童心社

494 2120246406 はな子さん 堀尾 青史／脚本 童心社

495 2120293309 はなさかじいさん 高橋 五山／脚本 童心社

496 2120246471 はなさかじじい 第1集 浜田 広介／文 教育画劇

497 2120294547 はなびであそぼう 川島 美子／脚本 童心社

498 2120246463 花びらのたび 浜田 広介／作 教育画劇

499 2120294018 母をたずねて アミーチス／原作 童心社

500 2120294513 母をたずねて アミーチス／原作 童心社
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501 2120294521 母をたずねて アミーチス／原作 童心社

502 2120246943 はまぐりひめ 熊田 勇／作画 教育画劇

503 2120246364 はみがきさん 瀬名 恵子／作・画・解説 教育画劇

504 2120293028 ハムスターのぼうけん 夏目 尚吾／脚本・絵 童心社

505 2120294554 ハメルンのふえふき 木戸 陽子／脚色 NHKサービスセンター

506 2120324211 はやいぞ!しんかんせん 小賀野 実／写真案 教育画劇

507 2120246372 はやおきとうさんとうふやさん 夏目 尚吾／脚本・画 童心社

508 2120246901 春がくるまで 浜田 広介／作 教育画劇

509 2120246356 はるのにおいがするよ 矢崎 節夫／作 教育画劇

510 2120246562 はるまでまってごらん ジョイス・デュンバー／文 ほるぷ出版

511 2120294562 ハンスのしあわせ 堀尾 青史／脚本 童心社

512 2120247032 バッタがぴょん 得田 之久／脚本 童心社

513 2120247073 バー・コーのかいぶつたいじ 八木田 宜子／脚本 童心社

514 2120293051 ばけくらべ 石山 透／脚色 NHKサービスセンター

515 2120329285 ばけねこやま 山崎 杉夫／作・絵 教育画劇

516 2120247008 ばけばけ5(ファイブ) 前川 かずお／作・画 童心社

517 2120246380 ばけばけ～どん! 谷地元 雄一／脚本 童心社

518 2120246869 ばけものでら 水谷 章三／脚本 童心社

519 2120293994 ばけものでら 水谷 章三／脚本 童心社

520 2120246711 芭蕉 堀尾 青史／脚本 ほるぷ出版

521 2120246893 バナナれっしゃ 川崎 大治／作 童心社

522 2120246349 パピンとサッカー 内閣府政策統括官監修 全日本交通安全協会

523 2120246794 パピンとチロルのさかなつり 内閣府政策統括官監修 全日本交通安全協会

524 2120246919 ぱんくがえる ぺちゃんこがえる 堀尾 青史／脚本 童心社

525 2120246877 100ぴきのくまさん 川崎 大治／作 童心社

526 2120246844 ひゃくまんびきのねこ ガァグ／原作 童心社

527 2120293044 ひゃくものがたりとゆうれい 平田 昌広／作 教育画劇

528 2120293010 ひっかきウサギ 中川 美穂子／脚本 童心社

529 2120247065 ひかりの星 浜田 広介／作 教育画劇

530 2120294570 ひかれたボール 浜田 留美／作 教育画劇

531 2120293069 ひこいちどんのかさやさん 水谷 章三／脚本 童心社

532 2120246828 ひつじのしたてやさん 尾崎 真吾／画 教育画劇

533 2120247180 ひとうち七つ 川崎 大治／脚本 童心社

534 2120247099 一つのねがい 浜田 広介／作 教育画劇

535 2120294588 ひとつめこぞうのドッガン 宇野 克彦／作 教育画劇

536 2120246984 ひとりではいたら 清水 えみ子／作 童心社

537 2120294596 ひとりではいたら 清水 えみ子／作 童心社

538 2120247040 火まつりのおか 佐々木 悦／脚本 童心社

539 2120246604 ヒマワリ 七尾 純／構成・文 あかね書房

540 2120246331 ひみつのたんざく 上地 ちづ子／脚本 童心社

541 2120327610 ひやっと3にんぐみ 阿部 明子／脚本 童心社

542 2120246992 ひよこのろくちゃん かこ さとし／脚本 童心社

543 2120247081 ひろったラッパ 新美 南吉／原作 NHKサービスセンター

544 2120247156 びんぼうがみとふくのかみ 富田 博之／作 教育画劇

545 2120294604 ピノキオ コロディー／原作 教育画劇

546 2120246729 フォックスおくさまのむこえらび コリン夫妻／文 ほるぷ出版

547 2120294612 ふきの下の神さま 宇野 浩二／原作 童心社

548 2120294620 ふくちゃんはおうち 水谷 章三／脚本 童心社

549 2120246588 ふしぎなおきゃくさま 桜井 信夫／脚本 童心社

550 2120294638 ふしぎなしゃもじ 佐々木 悦／脚本 童心社
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551 2120246430 ふしぎなはこ 関 七美／文 教育画劇

552 2120247057 ふたつのこづつみ 岩崎 京子／作 童心社

553 2120247024 ふたりのサンタ 西内 ミナミ／脚本 童心社

554 2120246802 ふとんやまトンネル 那須 正幹／作 教育画劇

555 2120246976 ふにゃふにゃなーに 片桐 百合子／作 教育画劇

556 2120247107 ふらふらびょうのびょういん 上地 ちづ子／脚本 童心社

557 2120247123 ぶたのいつつご 高橋 五山／作・はり絵 童心社

558 2120246125 ブルドーザーのブルくん! 小賀野 実／写真案 教育画劇

559 2120247131 ブレーメンの音楽隊 若林 一郎／文 NHKサービスセンター

560 2120293325 ぶんぶきちゃがま 川崎 大治／脚本 童心社

561 2120246398 ぶんぶくちゃがま 第1集 筒井 敬介／文 教育画劇

562 2120294653 ぶんぶんぼちゃーん 堀尾 青史／作 童心社

563 2120292467 ぷんぷんダンプとぴかぴかショベル 山本 省三／作画 教育画劇

564 2120247149 へんでもわらいっこなし 早川 元二／作 童心社

565 2120246851 へんしんクックママ 内閣府政策統括官監修 全日本交通安全協会

566 2120247115 ベルがならない 都丸 つや子／脚本 童心社

567 2120246810 ペロちゃんとポンちゃんのばけばけライオン 仲川 道子／作・画 教育画劇

568 2120294661 ほしのおひめさま 石井 桃子／作 童心社

569 2120246885 ほたかのきょうだいぐま 戸川 幸夫／原作 童心社

570 2120324203 ぼく、だーれだ? 小賀野 実／写真案 教育画劇

571 2120294497 ぼくのへやにうみがある マーガレット・ワイルド／文 ほるぷ出版

572 2120246927 ぼくたちきゅうりのかかりです 高橋 由為子／脚本・画 童心社

573 2120246638 ぼくたちしょうぼうしゃ 小賀野 実／写真案 教育画劇

574 2120247172 ぼくらなかよしサファリバス 小賀野 実／写真案 教育画劇

575 2120246455 ぼくらはトラックちからもち 小賀野 実／写真案 教育画劇

576 2120327602 ぼたもちをくったほとけさま やすい すえこ／作 教育画劇

577 2120294679 ボタンちゃん 高橋 道子／脚本 童心社

578 2120247362 マッチうりの少女　　アンデルセン編 第2集 角田 光男／文 教育画劇

579 2120247453 まいごの絵ちず 菊地 ただし／脚本 童心社

580 2120294695 まこちゃんごはんですよ カプチキャン／原作 童心社

581 2120294687 まことくんのじてんしゃ 亀村 五郎／作 童心社

582 2120247396 ますとおじいさん 浜田 広介／作 童心社

583 2120247271 マツとおばあちゃん 戸川 幸夫／原作 童心社

584 2120247297 まつりのばん 宮沢 賢治／原作 童心社

585 2120247164 まねっここざる 福島 のり子／作 教育画劇

586 2120247388 まほうのふで 川崎 大治／脚本 童心社

587 2120247263 まめとすみとわら グリム／原作 童心社

588 2120247479 豆っ子太郎 川崎 大治／作 童心社

589 2120327636 まめこばなし 伊藤 海彦／脚色 NHKサービスセンター

590 2120247222 まりのまりちゃん 上地 ちづ子／作 童心社

591 2120247248 三日めのかやの実 浜田 広介／作 童心社

592 2120247404 ミーシャのエプロン うすい しゅん／作画 教育画劇

593 2120294711 みーちゃんとモルモット 中川 美穂子／脚本・監修 童心社

594 2120294703 みずのたね 須藤 出穂／脚色 NHKサービスセンター

595 2120247230 みずうみをしばるはなし 横田 章／文 教育画劇

596 2120294729 みつけたはる 神沢 利子／脚本 童心社

597 2120246752 みどりいろのバス ジョン・シャロン／作 ほるぷ出版

598 2120294646 みにくいあひるのこ アンデルセン／原作 教育画劇

599 2120294737 みんなおそろい 八木田 宜子／作 童心社

600 2120247438 みんなおそろい 八木田 宜子／作 童心社
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601 2120247206 みんなでえんそく 関 七美／脚本 教育画劇

602 2120247347 みんなでたなばた 岩崎 京子／作 童心社

603 2120247412 ムーミンとおはなのくにのおまつり 内閣府政策統括官監修 全日本交通安全協会

604 2120247339 ムーミンとサーカスけんぶつ 内閣府政策統括官(総合企画調整担当)監修 全日本交通安全協会

605 2120247313 ムーミンとヘンシンマン 総務庁交通安全対策室監修 全日本交通安全協会

606 2120292962 むかでのおつかい 吉田 タキノ／作 教育画劇

607 2120292970 むく鳥のゆめ 浜田 広介／作 教育画劇

608 2120247677 むくむくぽっかりほんわりこ まつい のりこ／脚本・画 童心社

609 2120246836 めしくわぬよめさま 東川 洋子／文 教育画劇

610 2120246786 メダカ 七尾 純／構成・文 あかね書房

611 2120247321 めらのうるし 長崎 武昭／脚色 NHKサービスセンター

612 2120247446 もういいかい 川島 美子／作 童心社

613 2120294752 もういいかい 川島 美子／作 童心社

614 2120247487 もぐらのトンネル 高家 博成／脚本 童心社

615 2120294760 もしもあめのかわりに 村山 籌子／原作 童心社

616 2120293341 ももたろう 稲庭 桂子／脚本 童心社

617 2120247495 ももたろう 第1集 香山 美子／文 教育画劇

618 2120247370 もりのねむりひめ おくやま れいこ／作・画 教育画劇

619 2120247461 森のふしぎなこえ 渡辺 享子／脚本・画 童心社

620 2120294786 もりのぶらんこ 東 君平／作 童心社

621 2120247255 もりのぶらんこ 東 君平／作 童心社

622 2120247560 山のみんなのおもちつき 廣越 たかし／脚本 童心社

623 2120293002 やまでらのかんのんさま よこみち けいこ／脚本・絵 童心社

624 2120294794 やまんばのにしき 松谷 みよ子／作 童心社

625 2120247578 やむらのやすけ 石山 透／脚色 NHKサービスセンター

626 2120247602 ゆうくんどこいくの? わしお としこ／脚本 童心社

627 2120247552 ゆうらんせんしまへいく 仲倉 眉子／作 教育画劇

628 2120298647 ゆかちゃんの花かんむり 中平 順子／脚本 童心社

629 2120247669 雪の女王 アンデルセン／原作 童心社

630 2120247685 雪わたり 宮沢 賢治／原作 童心社

631 2120247610 ゆめのはち 能勢 紘也／脚色 NHKサービスセンター

632 2120247636 よくばりわんくん 堀尾 青史／脚本 童心社

633 2120294802 よぶこどり 浜田 広介／作 教育画劇

634 2120294810 よるぼくのへやで… 藤田 勝治／脚本・画 童心社

635 2120247503 4まいのきっぷ 伊藤 たまき／脚本 童心社

636 2120292996 竜のふち 篠崎 三朗／作・絵 教育画劇

637 2120298654 りゅうぐうのおよめさん 松谷 みよ子／脚本 童心社

638 2120294828 りゅうの目のなみだ 浜田 広介／作 教育画劇

639 2120247511 りっぱなつののしか 八木田 宜子／脚本 童心社

640 2120247537 りすのもりにはるがきた シートン／原作 童心社

641 2120246695 ルピナスさん バーバラ・クーニー／作 ほるぷ出版

642 2120247701 るるのおうち まつい のりこ／脚本・画 童心社

643 2120247693 わっしょいわっしょいぶんぶんぶん かこ さとし／脚本 童心社

644 2120247594 わくわくどきどきしんかんせん 高木 あきこ／作 教育画劇

645 2120247545 わすれんぼうのサンタさん 堀尾 青史／作 童心社

646 2120293119 わたしのくまちゃん アレクサンドローワ／原作 童心社

647 2120247719 わたしのくまちゃん アレクサンドローワ／原作 童心社

648 2120293127 わたしは まいご 清水 えみ子／脚本 童心社

649 2120246679 わたり鳥 七尾 純／構成・文 あかね書房

650 2120292988 わらったねこ 久保 喬／作 教育画劇
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651 2120247644 わらってるないてる 多田 ヒロシ／脚本・画 童心社

652 2120247628 わらしべちょうじゃ 松岡 励子／脚色 NHKサービスセンター

653 2120247727 わんちゃんぴょんちゃん 石川 光男／作 教育画劇

654 2120293135 わんわんちゃん 堀尾 青史／作 童心社

655 2120247651 わんわんちゃん 堀尾 青史／作 童心社
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