
新潟市立図書館で所蔵している、秋・冬の行事の絵本や紙芝居を紹介します。

貸出中の場合は予約もできますので，ぜひお近くの図書館でご利用ください。

リストで紹介している他にも資料がありますので、図書館職員にご相談ください。

2022.3　新潟市立中央図書館　作成

※書名の五十音順で掲載

※出版年は基本的に初出の年を掲載

1　お月見・お月さま

書名 著作者名 出版社 出版年
読んであげ

るなら

1 絵本 14ひきのおつきみ いわむら かずお／さく 童心社 1988 幼児～

2 絵本 いろいろだんご 山岡 ひかる／作 くもん出版 2013 2、3才～

3 絵本 うそつきのつき 内田 麟太郎／作，荒井 良二／絵 文渓堂 1996 幼児～

4 絵本 おつきさまこっちむいて 片山 令子／ぶん，片山 健／え 福音館書店 2010 幼児～

5 絵本 おつきさまこんばんは 林 明子／さく 福音館書店 1986 2、3才～

6 絵本 おつきさまなにみてる なかじま かおり／さく 岩崎書店 2011 2、3才～

7 絵本 おつきみ あまん きみこ／作，黒井 健／絵 ひさかたチャイルド 2016 幼児～

8 絵本 おつきみうさぎ 中川 ひろたか／文，村上 康成／絵 童心社 2001 幼児～

9
絵本

おやすみなさい おつきさま
マーガレット・ワイズ・ブラウン／さく，クレメ

ント・ハード／え，せた ていじ／やく
評論社 1979 2、3才～

10
絵本

お月さまってどんなあじ?　
マイケル・グレイニエツ／絵と文，いずみ ちほ

こ／訳
セーラー出版 1995 幼児～

11 絵本 お月さんはきつねがすき? 神沢 利子／作，井上 洋介／絵 ポプラ社 1980 幼児～
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書名 著作者名 出版社 出版年
読んであげ

るなら

12 絵本 ちいちゃんとじゅうごや しみず みちを／作 童心社 1988 2、3才～

13 絵本 つきよ 長 新太／さく 教育画劇 1986 幼児～

14 絵本 つきよのうた はせがわ さとみ／作 文渓堂 2015 幼児～

15 絵本 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 偕成社 1986 幼児～

16
絵本

ぼく、お月さまとはなしたよ　
フランク・アッシュ／えとぶん，山口 文生／や

く
評論社 1985 幼児～

17
絵本

まんげつダンス!
パット・ハッチンス／さく・え，なかがわ ちひ

ろ／やく
福音館書店 2008 幼児～

18 紙芝居 おつきさまとうさぎ 菱田 かづこ／作，いもと ようこ／画 教育画劇 1982 幼児～

19 紙芝居 十五夜さま 渋谷 勲／脚本，藤田 勝治／画 童心社 1989 幼児～

20 紙芝居 じゅもんはとんとんまるまる 浅沼 とおる／作 画 教育画劇 1997 幼児～

21 紙芝居 ちいさなおばけ 瀬名 恵子／作・画 教育画劇 1982 2、3才～

22 紙芝居 なぜ、お月さまにおそなえをするの? いわむら かずお／さく 童心社 1986 幼児～

23 紙芝居 もりのおつきみ 千世 繭子／脚本，さとう あや／絵 童心社 2013 2、3才～

2　運動会

書名 著作者名 出版社 出版年
読んであげ

るなら

1 絵本 うんどうかいがなんだ! きむら ゆういち／さく，大木 あきこ／え 新日本出版社 2017 幼児～

2 絵本 おやおや、おやさい 石津 ちひろ／文，山村 浩二／絵 福音館書店 2010 2、3才～

3 絵本 こぎつねキッコうんどうかいのまき 松野 正子／文，梶山 俊夫／絵 童心社 1989 幼児～

4 絵本 こぶたのブルトン　あきはうんどうかい 中川 ひろたか／作，市居 みか／絵 アリス館 2006 幼児～
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書名 著作者名 出版社 出版年
読んであげ

るなら

5 絵本 ころわんがよういどん! 間所 ひさこ／作，黒井 健／絵 ひさかたチャイルド 2008 幼児～

6 絵本 さかさことばでうんどうかい 西村 敏雄／作 福音館書店 2012 幼児～

7 絵本 ともちゃんとこぐまくんのうんどうかい あまん きみこ／作，西巻 茅子／絵 福音館書店 1992 幼児～

8 絵本 どろぼうがっこうだいうんどうかい かこ さとし／作・絵 偕成社 2013 幼児～

9 絵本 とんぼのうんどうかい かこ さとし／作・絵 偕成社 1972 幼児～

10 絵本 むしたちのうんどうかい 得田 之久／文，久住 卓也／絵 童心社 2001 幼児～

11 絵本 よういどん わたなべ しげお／ぶん，おおとも やすお／え 福音館書店 1986 2、3才～

12 絵本 よーいどん! 中川 ひろたか／文，村上 康成／絵 童心社 1998 幼児～

13 紙芝居 あかしろうんどうかい とよた かずひこ／脚本・絵 童心社 2007 2、3才～

14 紙芝居 うさぎとかめ　運動会 やすい すえこ／文，秋里 信子／画 教育画劇 1998 幼児～

15 紙芝居 くろわんしろわんよーいどん 伊東 美貴／作 画 教育画劇 2003 2、3才～

16 紙芝居 だいすきうんどうかい 高橋 道子／脚本，水谷 基子／画 童心社 1989 幼児～

3　遠足

書名 著作者名 出版社 出版年
読んであげ

るなら

1 絵本 11ぴきのねこ ふくろのなか 馬場 のぼる／著 こぐま社 1982 幼児～

2 絵本 14ひきのぴくにっく いわむら かずお／さく 童心社 1986 幼児～

3 絵本 アリのおでかけ 西村 敏雄／さく 白泉社 2012 2、3才～

4 絵本 えんそくバス 中川 ひろたか／文，村上 康成／絵 童心社 1998 幼児～

5 絵本 おでかけのまえに 筒井 頼子／さく，林 明子／え 福音館書店 1981 2、3才～
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書名 著作者名 出版社 出版年
読んであげ

るなら

6 絵本 おべんとう 小西 英子／さく 福音館書店 2012 2、3才～

7 絵本 おやつがほーいどっさりほい 梅田 俊作／さく，梅田 佳子／さく 新日本出版 1982 幼児～

8 絵本 きょうのおべんとうなんだろな きしだ えりこ／さく，やまわき ゆりこ／え 福音館書店 1994 2、3才～

9
絵本

クマくんのえんそく
ジョン・ヨーマン／文，クェンティン・ブレイク

／絵，山口 文生／訳
評論社 1992 幼児～

10 絵本 ぐりとぐらのえんそく なかがわ りえこ／[著]，やまわき ゆりこ／[絵] 福音館書店 1983 幼児～

11 絵本 はねちゃんのピクニック なかがわ りえこ／ぶん，やまわき ゆりこ／え 福音館書店 2007 2、3才～

12 絵本 べべべんべんとう さいとう しのぶ／作 絵 教育画劇 2010 幼児～

13 絵本 ぼくのえんそく 穂高 順也／作，長谷川 義史／絵 岩崎書店 2005 幼児～

14 絵本 ぼくのおべんとう スギヤマ カナヨ／さく アリス館 2003 2、3才～

15 絵本 むしたちのえんそく 得田 之久／文，久住 卓也／絵 童心社 2007 幼児～

16 絵本 わたしのおべんとう スギヤマ カナヨ／さく アリス館 2003 2、3才～

17 紙芝居 おむすびくん とよた かずひこ／脚本・絵 童心社 2009 2、3才～

18 紙芝居 かめのえんそく 中谷 靖彦／作 絵 教育画劇 2009 幼児～

19 紙芝居 てるてるてるこさん おおたか 蓮／脚本，山本 祐司／絵 童心社 2013 2、3才～

4　敬老の日・おじいちゃんおばあちゃん

書名 著作者名 出版社 出版年
読んであげ

るなら

1
絵本

あらまっ!
ケイト・ラム／文，エイドリアン・ジョンソン／

絵，石津 ちひろ／訳
小学館 2004 幼児～

2 絵本 いそがしいよる　ばばばあちゃんのおはなし さとう わきこ／さく・え 福音館書店 1987 幼児～

3 絵本 いいからいいから 長谷川 義史／作 絵本館 2006 幼児～
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書名 著作者名 出版社 出版年
読んであげ

るなら

4
絵本

うさこちゃんのおじいちゃんとおばあちゃん
ディック・ブルーナ／ぶん え，まつおか きょう

こ／やく
福音館書店 1993 2、3才～

5
絵本

うさこちゃんのおじいちゃんへのおくりもの
ディック・ブルーナ／ぶん・え，まつおか きょ

うこ／やく
福音館書店 2009 2、3才～

6 絵本 おじいさんならできる フィービ・ギルマン／作・絵，芦田 ルリ／訳 福音館書店 1998 幼児～

7
絵本

おじいちゃん
ジョン・バーニンガム／さく，たにかわ しゅん

たろう／やく
ほるぷ出版 1985 幼児～

8
絵本 おじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃん

のおじいちゃん
長谷川 義史／作 BL出版 2000 幼児～

9 絵本 おばあちゃんすごい! 中川 ひろたか／文，村上 康成／絵 童心社 2002 幼児～

10 絵本 おひさま ぽかぽか 笠野 裕一／作 福音館書店 2004 2、3才～

11 絵本 だいじょうぶだいじょうぶ いとう ひろし／作・絵 講談社 1995 幼児～

12 絵本 だってだってのおばあさん さの ようこ／作・絵 フレーベル館 1980 幼児～

13
絵本

たんじょうび
ハンス・フィッシャー／ぶん,え，おおつか ゆう

ぞう／やく
福音館書店 1965 幼児～

14
絵本

つるつるしわしわ　としをとるおはなし
バベット・コール／さく，かねはら みずひと／

やく
ほるぷ出版 1996 幼児～

15 絵本 へたなんよ ひこ・田中／文，はまの ゆか／絵 光村教育図書 2017 幼児～

16
絵本

ぼくのおじいちゃん
カタリーナ・ソブラル／さく，松浦 弥太郎／や

く
KTC中央出版 2017 幼児～

17 絵本 ぼくのおじいちゃんのかお 天野 祐吉／文，沼田 早苗／写真 福音館書店 1992 2、3才～

18
紙芝居

おばあちゃんありがとう
村山 桂子／原作，教育画劇編集部／脚色，柿本

幸造／画
教育画劇 1982 幼児～

19 紙芝居 おばあちゃんのたんじょうび 松居 スーザン／脚本，長野 ヒデ子／絵 童心社 2009 幼児～
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書名 著作者名 出版社 出版年
読んであげ

るなら

20
紙芝居

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
童心社 2000 幼児～

21 紙芝居 にじになったきつね 川田 百合子／脚本，藤田 勝治／画 童心社 1989 幼児～

5　ハロウィン・かぼちゃ

書名 著作者名 出版社 出版年
読んであげ

るなら

1
絵本

あくたれラルフのハロウィン
ジャック・ガントス／さく，ニコール・ルーベル

／え，こみや ゆう／やく
PHP研究所 2016 幼児～

2
絵本

おおきなかぼちゃ
エリカ・シルバーマン／作，S.D.シンドラー／

絵，おびか ゆうこ／訳
主婦の友社 2011 幼児～

3 絵本 かぼちゃのだいおう おおい じゅんこ／作 ほるぷ出版 2020 2、3才～

4 絵本 きょうはハロウィン 平山 暉彦／さく 福音館書店 2016 幼児～

5 絵本 ぐりとぐらとすみれちゃん なかがわ りえこ／文，やまわき ゆりこ／絵 福音館書店 2003 幼児～

6 絵本 だれだれ?ハロウィン えがしら みちこ／著 白泉社 2020 2、3才～

7 絵本 ちいさなたいこ 松岡 享子／さく，秋野 不矩／え 福音館書店 1974 幼児～

8 絵本 どででんかぼちゃ　 いわさ ゆうこ／さく 童心社 2016 幼児～

9 絵本 ねられんねられんかぼちゃのこ やぎゅう げんいちろう／さく 福音館書店 2020 2、3才～

10 絵本 ハロウィーンってなぁに? クリステル・デモワノー／作，中島 さおり／訳 主婦の友社 2006 幼児～

11 絵本 ハロウィーンのひみつ はやし ちかげ／[作] 金の星社 2016 幼児～

12 絵本 ハロウィンドキドキおばけの日! ますだ ゆうこ／作，たちもと みちこ／絵 文溪堂 2008 幼児～

13 絵本 ハロウィンのかくれんぼ いしかわ こうじ／作・絵 ポプラ社 2016 2、3才～
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書名 著作者名 出版社 出版年
読んであげ

るなら

14
絵本

ハロウィンのかぼちゃをかざろう
パトリシア・トート／文，ジャーヴィス／絵，な

かがわ ちひろ／訳
BL出版 2020 幼児～

15 絵本 パンプキン ケン・ロビンズ／写真&文，千葉 茂樹／訳 BL出版 2007 幼児～

16
絵本

パンプキン・ムーンシャイン
ターシャ・テューダー／著，ないとう りえこ／

やく
メディアファクトリー 2001 幼児～

17
絵本

ヘスターとまじょ
バイロン・バートン／作 絵，かけがわ やすこ／

訳
小峰書店 1996 幼児～

18 絵本 ゆめちゃんのハロウィーン 高林 麻里／作 講談社 2011 幼児～

19 紙芝居 げんきなかぼちゃ いちかわ けいこ／脚本，長谷川 知子／絵 童心社 2011 幼児～

20 紙芝居 ハロウィンのかぼちゃ　 ますい さちみ／脚本，スズキ コージ／絵 童心社 2017 幼児～

6　クリスマス

書名 著作者名 出版社 出版年
読んであげ

るなら

1 絵本 あたたかいおくりもの たるいし まこ／さく 福音館書店 1992 幼児～

2 絵本 あのね、サンタの国ではね…　 黒井 健／絵，嘉納 純子／文 偕成社 1990 幼児～

3
絵本

エリーちゃんのクリスマス
メアリー・チャルマーズ／さく，おびか ゆうこ

／やく
福音館書店 2009 2、3才～

4 絵本 おおきいサンタとちいさいサンタ 谷口 智則／作・絵 文溪堂 2015 幼児～

5 絵本 おおきいツリーちいさいツリー　 ロバート・バリー／さく，光吉 夏弥／やく 大日本図書 2010 幼児～

6
絵本

クリスマス・イブ
マーガレット・W.ブラウン／ぶん，ベニ・モン

トレソール／え，やがわ すみこ／やく
ほるぷ出版 1976 幼児～

7 絵本 クリスマスにくつしたをさげるわけ 間所 ひさこ／作，ふりや かよこ／絵 教育画劇 2000 幼児～
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書名 著作者名 出版社 出版年
読んであげ

るなら

8 絵本 クリスマスの12にち エミリー・ボーラム／絵，わしづ なつえ／訳 福音館書店 1999 幼児～

9 絵本 クリスマスのかくれんぼ　 いしかわ こうじ／作・絵 ポプラ社 2014 2、3才～

10 絵本 クリスマスのふしぎなはこ　 長谷川 摂子／ぶん，斉藤 俊行／え 福音館書店 2008 幼児～

11 絵本 ぐりとぐらのおきゃくさま 中川 李枝子／さく，山脇 百合子／え 福音館書店 1980 幼児～

12 絵本 くろうまブランキー 伊東 三郎／再話，堀内 誠一／画 福音館書店 1967 幼児～

13 絵本 くんちゃんとふゆのパーティー ドロシー・マリノ／さく，あらい ゆうこ／やく ペンギン社 1981 幼児～

14 絵本 ごろごろどっしーん 西内 ミナミ／ぶん，山内 ふじ江／え 福音館書店 1999 2、3才～

15 絵本 さんかくサンタ tupera tupera／さく 絵本館 2011 2、3才～

16 絵本 さんさんさんかく 得田 之久／ぶん，織茂 恭子／え 童心社 2008 2、3才～

17 絵本 サンタクロースってほんとにいるの? てるおか いつこ／文，すぎうら はんも／絵 福音館書店 1992 幼児～

18 絵本 サンタさんからきたてがみ たんの ゆきこ／さく，垂石 真子／え 福音館書店 1997 幼児～

19 絵本 サンタのおまじない 菊地 清／作・絵 富山房 1991 2、3才～

20
絵本

ちいさなろば
ルース・エインズワース／作，石井 桃子／訳，

酒井 信義／画
福音館書店 2002 幼児～

21 絵本 とのさまサンタ 本田 カヨ子／ぶん，長野 ヒデ子／え リブリオ出版 1988 幼児～

22 絵本 まどから★おくりもの 五味 太郎／作・絵 偕成社 1983 幼児～

23 絵本 もみのきそのみをかざりなさい 五味 太郎／著 文化出版局 2000 幼児～

24 紙芝居 くーすけのクリスマス やすい すえこ／作，土田 義晴／画 教育画劇 2003 2、3才～

25 紙芝居 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 教育画劇 1995 幼児～

26 紙芝居 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 教育画劇 1992 幼児～

27
紙芝居

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
教育画劇 1992 幼児～

28 紙芝居 サンタクロースのおくりもの 東川 洋子／文，鈴木 博子／画 教育画劇 1998 幼児～
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書名 著作者名 出版社 出版年
読んであげ

るなら

29 紙芝居 サンタのすず 古山 広子／脚本，鈴木 琢磨／画 童心社 1985 幼児～

30 紙芝居 どうぶつ山のクリスマス わたり むつこ／作，久保 雅勇／画 童心社 1985 幼児～

31
紙芝居

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
童心社 1985 幼児～

32 紙芝居 ドロロンクリスマス いとう かな／絵 教育画劇 2010 幼児～

33 紙芝居 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 童心社 2008 幼児～

34 紙芝居 ふたりのサンタ 西内 ミナミ／脚本，むかい ながまさ／画 童心社 1988 幼児～

35 紙芝居 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 童心社 2013 2、3才～

36 紙芝居 よいしょよいしょ まつい のりこ／脚本・画 童心社 1988 幼児～

7　お正月・おおみそか

書名 著作者名 出版社 出版年
読んであげ

るなら

1 絵本 あけましておめでとう 中川 ひろたか／文，村上 康成／絵 童心社 1999 幼児～

2 絵本 あけましてのごあいさつ すとう あさえ／ぶん，青山 友美／え ほるぷ出版 2017 2、3才～

3 絵本 おしょうがつさん 谷川 俊太郎／ぶん，大橋 歩／え 福音館書店 1990 2、3才～

4 絵本 おしょうがつさんどんどこどん 長野 ヒデ子／作・絵 世界文化社 2011 幼児～

5 絵本 おぞうにくらべ 宮野 聡子／作 講談社 2014 幼児～

6 絵本 おばあちゃんのおせち 野村 たかあき／作・絵 佼成出版社 2008 幼児～

7 絵本 おばあちゃんのななくさがゆ 野村 たかあき／作・絵 佼成出版社 2014 幼児～

8 絵本 おもち 彦坂 有紀／さく，もりと いずみ／さく 福音館書店 2021 2、3才～

9 絵本 おもちのきもち かがくい ひろし／作・絵 講談社 2005 幼児～
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書名 著作者名 出版社 出版年
読んであげ

るなら

10 絵本 かさじぞう 瀬田 貞二／再話，赤羽 末吉／画 福音館書店 1966 幼児～

11 絵本 きょうとあしたのさかいめ 最上 一平／作，渡辺 有一／絵 教育画劇 2000 幼児～

12 絵本 くまのこのとしこし 高橋 和枝／作 講談社 2010 幼児～

13 絵本 じゅうにしどこいくの? すとう あさえ／ぶん，おくはら ゆめ／え ほるぷ出版 2021 2、3才～

14 絵本 じょやのかね とうごう なりさ／さく 福音館書店 2017 幼児～

15 絵本 すいすいたこたこ とよた かずひこ／作・絵 鈴木出版 2010 2、3才～

16 絵本 せかいのくにでおめでとう! 野村 たかあき／作・絵 講談社 2019 幼児～

17 絵本 どんぶらどんぶら七福神 みき つきみ／文，柳原 良平／画 こぐま社 2011 幼児～

18 絵本 ばばばあちゃんのおもちつき さとう わきこ／作 福音館書店 1989 幼児～

19 絵本 びんぼうがみとふくのかみ 大川 悦生／作，長谷川 知子／絵 ポプラ社 1980 幼児～

20 絵本 もうすぐおしょうがつ 西村 繁男／さく 福音館書店 2010 幼児～

21 絵本 七ふくじんとおしょうがつ 山末 やすえ／作，伊東 美貴／絵 教育画劇 2000 幼児～

22 絵本 十二支のおはなし 内田 麟太郎／文，山本 孝／絵 岩崎書店 2002 幼児～

23 絵本 十二支のお節料理 川端 誠／作 BL出版 1999 幼児～

24 絵本 十二支のしんねんかい みき つきみ／文，柳原 良平／画 こぐま社 2012 幼児～

25 絵本 十二支のはじまり 岩崎 京子／文，二俣 英五郎／画 教育画劇 1997 幼児～

26 紙芝居 おおみそかのおきゃくさま 矢崎 節夫／文，藤本 四郎／画 教育画劇 1998 幼児～

27 紙芝居 おしょうがつのおきゃくさん 渋谷 勲／脚本，藤田 勝治／絵 童心社 2015 幼児～

28 紙芝居 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 童心社 2013 2、3才～

29 紙芝居 かさじぞう 松谷 みよ子／脚本，まつやま ふみお／画 童心社 1980 幼児～

30 紙芝居 しりなりべら 渋谷 勲／脚本，福田 庄助／画 童心社 1984 幼児～

31 紙芝居 たのしいおしょうがつ 高木 あき子／作，勝又 進／画 教育画劇 1982 幼児～

32 紙芝居 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 教育画劇 1995 幼児～
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書名 著作者名 出版社 出版年
読んであげ

るなら

33 紙芝居 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 童心社 2001 幼児～

34 紙芝居 びんぼうがみとふくのかみ 鈴木 敏子／脚本，二俣 英五郎／画 童心社 1995 幼児～

35 紙芝居 ふしぎなおきゃくさま 桜井 信夫／脚本，藤本 四郎／画 童心社 1988 幼児～

8　節分・鬼

書名 著作者名 出版社 出版年
読んであげ

るなら

1 絵本 おにたのぼうし あまん きみこ／ぶん，いわさき ちひろ／え ポプラ社 1969 幼児～

2 絵本 おにはうち! 中川 ひろたか／文，村上 康成／絵 童心社 2000 幼児～

3 絵本 おにはそと せな けいこ／作・絵 金の星社 2010 幼児～

4 絵本 おばあちゃんのえほうまき 野村 たかあき／作・絵 佼成出版社 2010 幼児～

5 絵本 かえるをのんだととさん 日野 十成／再話，斎藤 隆夫／絵 福音館書店 2008 幼児～

6 絵本 せつぶんだまめまきだ 桜井 信夫／作，赤坂 三好／絵 教育画劇　 2000 幼児～

7 絵本 だいくとおにろく 松居 直／再話，赤羽 末吉／画 福音館書店 1967 幼児～

8 絵本 ふくはうちおにもうち 内田 麟太郎／作，山本 孝／ 岩崎書店 2004 幼児～

9 絵本 まめのかぞえうた 西内 ミナミ／さく，和歌山 静子／え 鈴木出版 2004 2、3才～

10 絵本 まめまきできるかな すとう あさえ／ぶん，田中 六大／え ほるぷ出版 2018 2、3才～

11 絵本 まゆとおに 富安 陽子／文，降矢 なな／絵 福音館書店 2004 幼児～

12 絵本 鬼といりまめ 谷 真介／文，赤坂 三好／絵 佼成出版社 1991 幼児～

13 紙芝居 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 教育画劇 2003 2、3才～

14 紙芝居 えほうまきもぐもぐ 土田 義晴／脚本・絵 童心社 2017 2、3才～

15 紙芝居 おにたとおふく 野村 たかあき／脚本・絵 童心社 2017 幼児～

16 紙芝居 おにとおひゃくしょうさん 瀬尾 七重／作，倉橋 達治／画 教育画劇 1995 幼児～
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書名 著作者名 出版社 出版年
読んであげ

るなら

17 紙芝居 おにとふくのかみ 千田 一彦／脚本，福田 庄助／絵 童心社 2015 幼児～

18 紙芝居 おにはそとふくはうち わしお としこ／作，はせがわ かこ／絵 教育画劇 2010 幼児～

19 紙芝居 せつぶんってなに? しらかた みお／脚本・絵 童心社 2008 幼児～

20 紙芝居 つのがきえたあかおに 高木 あきこ／文，倉石 琢也／画 教育画劇 1998 幼児～

21 紙芝居 なぜ、せつぶんに豆をまくの? 国松 俊英／脚本，藤田 勝治／絵 童心社 2001 幼児～

22 紙芝居 ふくちゃんはおうち 水谷 章三／脚本，まえだ けん／画 童心社 1988 幼児～

23 紙芝居 ふくはうちおにもうち 藤田 勝治／脚本・画 童心社 1998 幼児～

24 紙芝居 まめまきまかせて! 苅田 澄子／脚本，くすはら 順子／絵 童心社 2013 2、3才～
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