
昔話 2019.2月

タイトル シリーズ 著者 出版社

あかんぼじいさん (高橋五山紙芝居) (復刻第5巻) 高橋　五山∥作・画 全甲社

あかんぼばあさん たのしい日本の民話 川崎  大治∥脚本 童心社

あき寺のばけもの 日本の妖怪ぞろ～り 西本  鶏介∥原作 童心社

あんもちみっつ (日本民話かみしばい選) (わらいばなしがいっぱい) 水谷  章三∥脚本 童心社

いそおんながでる海 日本の妖怪ぞろ～り 北川  幸比古∥脚本 童心社

いっきゅうさん かみしばい　とんちばなし 福島  のり子∥文 教育画劇

いっすんぼうし 紙芝居むかしばなし　第２集 浜田  留美∥文 教育画劇

いったんもめん 日本の妖怪ぞろ～り 古山  広子∥脚本 童心社

いもころがし かみしばい日本むかしむかし 川崎  大治∥作 童心社

うさぎとかめ 行事むかしばなし やすい  すえこ∥文 教育画劇

うしかたとやまんば 童心社のベスト紙芝居 坪田  譲治∥作 童心社

うばすて山 (昔話紙芝居シリーズ秋セット) (2) 赤木  かん子∥文 埼玉福祉会商品事業部

うまいものやま (童心社のベスト紙芝居) (おもしろ民話選) 佐々木  悦∥脚本解説 童心社

うまかたどんとたぬきのポンタ ワッハッハ！ゆかいでおかしい日本の民話 菊地  ただし∥文 教育画劇

うみにしずんだおに 松谷みよ子民話珠玉選 松谷  みよ子∥脚本 童心社

うらしまたろう (日本名作おとぎばなし) (むかしむかしあったとさ) 若林  一郎∥脚本 童心社

おだんごころころ (紙芝居ベストセレクション) (第2集) 坪田  譲治∥作 童心社

おひゃくしょうさんとだんご ワッハッハ！ゆかいでおかしい世界の民話 こわせ  たまみ∥作 教育画劇

おひゃくしょうとえんまさま (紙芝居ベストセレクション) (第2集) 君島  久子∥再話 童心社

おぶさりてい 市川  京子∥文 教育画劇

おまんじゅうのすきなとのさま とんとむかしがたり 日下部  由美子∥脚本 童心社

おむすびころりん 紙芝居むかしばなし　第２集 柴野  民三∥文 教育画劇

かぐやひめ (日本名作おとぎばなし) (むかしむかしあったとさ) 岩崎  京子∥脚本 童心社
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かさじぞう 松谷みよ子民話珠玉選 松谷  みよ子∥脚本 童心社

ききみみずきん かみしばい日本むかしむかし 堀尾  青史∥作 童心社

くろねこのしろいはな ワッハッハ！ゆかいでおかしい世界の民話 わしお  としこ∥文 教育画劇 

くわず女房 (松谷みよ子民話珠玉選) (第2集) 松谷  みよ子∥脚本 童心社

けちくらべ ワッハッハ！ゆかいでおかしい日本の民話 小野  和子∥文 教育画劇

ゲンさんのてんのぼり 日本のユーモア民話 菊池  俊∥脚色 教育画劇

こぶとりじいさん 紙芝居むかしばなし　第２集 鶴見  正夫∥文 教育画劇

こぶとりじいさん げんきななかまシリーズ 松尾  敦子∥脚本  童心社 

さるとかに 松谷みよ子かみしばい民話傑作選 松谷　みよこ∥脚本 童心社

したきりすずめ 松谷みよ子民話珠玉選 松谷  みよ子∥脚本 童心社

しっぺいたろう ともだちだいすき 津田　真一∥脚本 童心社

しりやのめいじん (日本民話かみしばい選) (わらいばなしがいっぱい) 望月  新三郎∥脚本 童心社

たけいっぽんしおいっしょう (日本民話かみしばい選) (なぞむかしがいっぱい) 若林  一郎∥脚本 童心社

たのきゅう (日本民話かみしばい選) (おばけがいっぱい) 渋谷  勲∥脚本 童心社

だんごひょいひょい (童心社のベスト紙芝居) (おもしろ民話選) 水谷  章三∥脚本 童心社

ちからたろう (童心社のベスト紙芝居) (第1集) 川崎  大治∥脚本 童心社

ちょうちんおばけ ひゅ～どろどろおばけセット やえがし　なおこ∥脚本 童心社

ちょうふく山のやまんば 花井  巴意∥文 教育画劇

つぼがトコトコ ワッハッハ！ゆかいでおかしい世界の民話 東川  洋子∥文 教育画劇

つるのおんがえし 紙しばい名作選 坪田  譲治∥脚本 童心社

つんぶくだるま (童心社のベスト紙芝居) (おもしろ民話選) 烏兎沼  宏之∥作 童心社

てんぐとかっぱとかみなりどん かこさとし紙芝居傑作選 かこ  さとし∥作 童心社

天からのおくりもの 市川  京子∥文 教育画劇

天人のはごろも (紙芝居ベストセレクション) (第1集) 堀尾  青史∥脚本 童心社

天人のよめさま　梅田　俊作∥絵 松谷みよ子かみしばい民話傑作選 松谷　みよ子∥脚本 童心社

天人のよめさま　中尾 彰∥
画

かみしばい日本むかしむかし 松谷  みよ子∥作 童心社

てんぐのかくれみの ひゅ～どろどろおばけセット 常光　徹∥脚本 童心社

どくのはいったかめ ワッハッハ！ゆかいでおかしい日本の民話 多田  ヒロシ∥文・画 教育画劇

ないたあかおに 新版浜田ひろすけ紙芝居全集 浜田  ひろすけ∥作 教育画劇

なしとりきょうだい 日本のおばけ 東川  洋子∥脚色 教育画劇
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なぞなぞむこどん たのしい日本の民話 佐藤  義則∥脚本 童心社

なんにもせんにん (紙芝居ベストセレクション) (第2集) 巌谷  小波∥原作 童心社

ねずみきょう (日本民話かみしばい選) (わらいばなしがいっぱい) 武士田  忠∥脚本 童心社

ねずみちょうじゃ たのしい日本の民話 川崎  大治∥脚本 童心社

ねずみのすもう (昔話紙芝居シリーズ秋セット) (3) 赤木  かん子∥文 埼玉福祉会商品事業部

ねずみのよめいり 福島  のり子∥文 教育画劇

のっぺらぼう (日本民話かみしばい選) (おばけがいっぱい) 渋谷  勲∥脚本 童心社

ばけくらべ　和歌山　静子∥絵 松谷みよ子かみしばい民話傑作選 松谷　みよ子∥脚本 童心社

ばけくらべ　亀井 三恵子∥画 かみしばい日本むかしむかし 松谷  みよ子∥作 童心社

ばけものでら (日本民話かみしばい選) (おばけがいっぱい) 水谷  章三∥脚本 童心社

はなさかじいさん (日本名作おとぎばなし) (むかしむかしあったとさ) 与田  準一∥脚本 童心社

ひっぱりぬまのかっぱ ひゅ～どろどろおばけセット 津田　真一∥脚本 童心社

ぴょんぴょんぼたもち 日本のユーモア民話 高木  あきこ∥脚色 教育画劇

ふしぎなおとしもの ワッハッハ！ゆかいでおかしい世界の民話 山本  省三∥作・絵 教育画劇

ふしぎなしゃもじ たのしい日本の民話 佐々木  悦∥脚本 童心社

ふるやのもり (童心社のベスト紙芝居) (おもしろ民話選) 水谷  章三∥脚本 童心社

ぶんぶくちゃがま (紙芝居むかしばなし) (第1集) 筒井  敬介∥文 教育画劇

へっこきよめ 日本のユーモア民話 香山  美子∥脚色 教育画劇

ぼたもちをくったほとけさま ワッハッハ！ゆかいでおかしい日本の民話 やすい  すえこ∥文 教育画劇

まえがみたろう　前編・後編 松谷みよ子かみしばい民話傑作選 松谷　みよ子∥脚本 童心社

ももたろう　二俣 英五郎∥画 (松谷みよ子民話珠玉選) (第2集) 松谷  みよ子∥脚本 童心社

ももたろう　太賀 正∥画 (紙芝居むかしばなし) (第1集) 香山  美子∥文 教育画劇

やまんばのにしき 松谷みよ子かみしばい民話傑作選 松谷　みよ子∥脚本 童心社

りゅうぐうのおよめさん 松谷みよ子民話珠玉選 松谷  みよ子∥脚本 童心社

りゅうのめのなみだ 新版浜田ひろすけ紙芝居全集 浜田  ひろすけ∥作 教育画劇

わらしべ長者 (昔話紙芝居シリーズ秋セット) (1) 赤木  かん子∥文 埼玉福祉会商品事業部

わらしべ長者 ともだちだいすき 水谷  章三∥脚本 童心社
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