
タイトル 責任表示 出版社 出版年 資料番号
C ｵﾁ お茶にしましょ 菅野　博子 雲母書房 ２００９ 013592936
C ｶﾜ かわださん　 遠山  昭雄 雲母書房 ２０１３ 014411508
C ｷﾂ きつねの盆おどり　 ときわ  ひろみ 雲母書房 ２０１４ 014442610
C ｺﾝ 金色夜叉 尾崎　紅葉 雲母書房 ２０１２ 013724216
C ｺﾝ 金色夜叉　続 尾崎　紅葉 雲母書房 ２０１７ 015133507
C ｺﾝ こんやのおかず　 ピーマンみもと 雲母書房 ２０１８ 015221799
C ｼﾖ しょいくらべ 遠山  昭雄 雲母書房 ２００９ 013592951
C ｼﾖ 昭和の窓　 やべ　みつのり 雲母書房 ２０１８ 015197940
C ﾄﾂ どっかーん　 遠山  昭雄 雲母書房 ２０１３ 014370910
C ﾄﾊ とばしっこ 遠山  昭雄 雲母書房 ２００９ 013592969
C ﾅﾂ 夏のおもてなし 菅野　博子 雲母書房 ２０１０ 200740983
C ﾏﾁ 待ちぼうけ　 北川　鎭 雲母書房 ２０１７ 015155070
C ﾐｲ みいちゃんの秋 ピーマンみもと 雲母書房 ２０１０ 013611777
C ﾐｲ みいちゃんの夏 ピーマンみもと 雲母書房 ２０１０ 013592977
C ﾐｲ みいちゃんの春 ピーマンみもと 雲母書房 ２００９ 013592944
C ﾐｲ みいちゃんの冬 ピーマンみもと 雲母書房 ２０１０ 013624416
C ﾐｲ みいちゃんのかぞえうたあそびうた　 ピーマンみもと 雲母書房 ２０１５ 015011109
C ﾐﾝ みんなでおめでとう　 遠山  昭雄 雲母書房 ２０１１ 014788145
C ﾓﾓ もも子さんとオレオレ詐欺　 中村　ルミ子 雲母書房 ２０１８ 015197932

タイトル 責任表示 出版社 出版年 資料番号
C ｲｼ 石になったいも　 片岡　直子 埼玉福祉会出版部 ２０２２ 015457070
C ｵﾄ おとしとり　 ときわ　ひろみ 埼玉福祉会出版部 ２０２２ 015457062
C ｵﾊ おばあさんの第三の人生　 上野　明美 埼玉福祉会出版部 ２０２２ 015457054
C ｵﾓ おもしろ星座めぐり　 本多　ちかこ 埼玉福祉会出版部 ２０２２ 015457047
C ﾆﾗ にらめっこにらめっこ　 中村　ルミ子 埼玉福祉会出版部 ２０２２ 015457039

請求記号 タイトル 責任表示 出版社 出版年 資料番号
C ｱｲ 愛染かつら　 川口  松太郎 雲母書房 ２０１３ 014411516
C ｱﾝ 安珍清姫物語 サワジロウ 雲母書房 ２０１２ 013770912
C ｵﾂ おっぱい山　 中村　ルミ子 雲母書房 ２０１６ 200930170

請求記号

請求記号

成 人 向 け 紙 芝 居 リ ス ト ２０２３年３月発行

高齢者ケアに紙芝居が活躍しています。高齢者施設などで、読み聞かせや語りにご利用ください。

「はじめてみよう老人ケアに紙芝居」シリーズ

「高齢者向け紙芝居」シリーズ

☆高齢者向け紙芝居

「高齢者紙芝居」シリーズ
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請求記号 タイトル 責任表示 出版社 出版年 資料番号
C ｵﾄ おどりはダンスホール 片岡　直子 雲母書房 ２０１２ 013770904
C ｿﾈ 曾根崎心中　 近松　門左衛門 雲母書房 ２０１６ 015091333
C ﾁﾁ 父のかお母のかお 遠山  昭雄 雲母書房 ２０１０ 013600739
C ﾁﾕ 駐在さん 本多　ちかこ 雲母書房 ２０１９ 015264682
C ﾄｳ 峠の老い桜 北川　鎮 雲母書房 ２０１１ 200723211
C ﾄﾝ どんと来い！三途の川 折原　由美子 雲母書房 ２０１９ 015285950
C ﾅﾏ なまたまご　 おかの　けいこ 雲母書房 ２０１５ 015000565
C ﾊﾅ 花嫁さん　 サワジロウ 雲母書房 ２０１６ 015074982
C ﾏﾌ 瞼の母　 長谷川　伸 雲母書房 ２０１４ 014465017

請求記号 タイトル 責任表示 出版社 出版年 資料番号
C ｱｶ 赤い太鼓 太宰　治 紫織屋 ２００９ 014731087
C ｲﾚ 入れ札 菊池　寛 紫織屋 ２０１５ 014731228
C ｵｵ 大つごもり 樋口　一葉 紫織屋 ２０１０ 014731095
C ｵﾝ 恩讐の彼方に 菊池　寛 紫織屋 ２００９ 014731053
C ｺｳ 高野聖 泉　鏡花 紫織屋 ２０１５ 014731236
C ｺｼ 五重塔 幸田　露伴 紫織屋 ２０１１ 014731129
C ｻｲ 最後の一句 森　鴎外 紫織屋 ２０１４ 014731186
C ｻﾝ 山椒大夫 森　鴎外 紫織屋 ２０１４ 014731046
C ｻﾝ 山月記 中島　敦 紫織屋 ２００９ 014731061
C ｼﾕ 俊寛 菊池　寛 紫織屋 ２０１３ 014731152

C ｼﾛ 白 芥川　龍之介 紫織屋 ２０１５ 014731210

C ｾﾝ 仙人 芥川　龍之介 紫織屋 ２０１１ 014731145

C ﾉｷ 野菊の墓 伊藤　左千夫 紫織屋 ２０１１ 014731137

C ﾊﾀ 裸川 太宰　治 紫織屋 ２０１４ 014731202

C ﾊﾅ 鼻 芥川　龍之介 紫織屋 ２０１５ 014731079
C ﾎﾀ 蛍 織田　作之助 紫織屋 ２０１３ 014731160
C ﾒｲ 名人伝 中島　敦 紫織屋 ２０１３ 014731178
C ﾕｷ 雪女 ラフカディオ・ハーン 紫織屋 ２０１４ 014731194
C ﾕﾒ 夢十屋 夏目　漱石 紫織屋 ２０１０ 014731111

C ﾛｸ 六の宮の姫君 菊池　寛 紫織屋 ２０１０ 014731103

タイトル 責任表示 出版社 出版年 資料番号
C ｵｳ 黄金バット  ナゾー編 加太  こうじ 大空社 １９９５ 120130182
C ｶﾝ 元祖黄金バット 永松  健夫 大空社 １９９５ 120130224
C ｷﾝ キンちゃんコロちゃん  第４７３巻 大空社 １９９５ 120130216
C ｼﾔ ジャングルボーイ  第２４巻 東  健児 大空社 １９９５ 120130190
C ﾀﾝ 丹下左膳  宝壷の巻第５巻 桃井  寅吉 大空社 １９９５ 120130174
C ﾍｲ 平和への祈り  第２巻 町屋  住男 大空社 １９９５ 120130208

タイトル 責任表示 出版社 出版年 資料番号
C ｶﾗ からすと勘兵衛／藤五の渡し 千葉　省三 岡野和の

紙芝居刊行会 ２０１８ 015248982

請求記号

請求記号

「懐かしの紙芝居」シリーズ

「名作紙芝居（紫織屋）」シリーズ

「岡野和の紙芝居」シリーズ
おかの かず
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タイトル 責任表示 出版社 出版年 資料番号
C ｺﾝ ごんごろ鐘 新美　南吉 岡野和の

紙芝居刊行会 ２０２２ 015248982
C ｾﾛ セロ弾きのゴーシュ 宮沢　賢治 岡野和の

紙芝居刊行会 ２０１８ 015248974
C ﾊｹ ばけねこたいじ 千葉　省三 岡野和の

紙芝居刊行会 ２０１８ 015215254
C ﾊﾅ 花の木村の盗人たち 新美　南吉 岡野和の

紙芝居刊行会 ２０１５ 014996359
C ﾕｷ 雪渡り 宮沢　賢治 岡野和の

紙芝居刊行会 ２０２２ 015460728

タイトル 責任表示 出版社 出版年 資料番号

C ｻｷ さぎとり 桂  文我 童心社 ２００４ 310582127

C ｻﾗ さらやしきのおきく 桂  文我 童心社 ２００４ 310582093

C ｼﾁ 七どぎつね 桂  文我 童心社 ２００４ 310582085

C ﾄﾏ とまがしま 桂  文我 童心社 ２００４ 310582119

C ﾒｶ めがねやとどろぼう 桂  文我 童心社 ２００４ 310582101

C ｳﾅ うなぎにきいて 桂  文我 童心社 ２００５ 013833710

C ﾄﾅ となりのさくら 桂　文我 童心社 ２０２１ 015390032

C ｿﾛ ぞろぞろ 三遊亭　円窓（６代目） 汐文社 ２００２ 013020342

タイトル 責任表示 出版社 出版年 資料番号

C ｶﾀ かたつむり　 宮崎　二美枝 鈴木出版 ２０１８ 015229057

C ﾌｽ ぶす　 長野　ヒデ子 鈴木出版 ２０１８ 015230253

タイトル 責任表示 出版社 出版年 資料番号
C ｺﾊ こばとのかなしみ　 ときわ　ひろみ 教育画劇 ２０２２ 015679707
C ﾁﾖ ちょうちょのあまやどり　 山西　ゲンイチ 教育画劇 ２０２２ 015679699
C ﾃﾝ てんぐのけんか　 りとう　ようい 教育画劇 ２０２２ 015679681
C ﾄｳ とうふとみそのケンカ　 チャンキー松本 教育画劇 ２０２２ 015679673
C ﾄﾘ とりとけもののかっせん　 カワダ　クニコ 教育画劇 ２０２２ 015679665
C ﾊﾅ はなのかけたおじぞうさま　 林　なつこ 教育画劇 ２０２２ 015679657

タイトル 責任表示 出版社 出版年 資料番号
C ｲﾂ いっすんぼうし 浜田  留美 教育画劇 １９８２ 120058011
C ｳﾗ うらしまたろう 奈街  三郎 教育画劇 １９８８ 010014348
C ｵﾑ おむすびころりん 柴野　民三 教育画劇 １９８２ 120057971
C ｶｸ かぐやひめ 福島  のり子 教育画劇 １９８２ 010014249
C ｶｻ かさじぞう 長崎　源之助 教育画劇 １９８２ 120057997
C ｶﾁ かちかちやま 西本　鶏介 教育画劇 １９８２ 120058003

請求記号

請求記号

請求記号

請求記号

請求記号

☆落語･狂言

☆昔話･民話･神話

「紙芝居おおわらい落語劇場」シリーズほか

「紙芝居むかしばなし」シリーズ 第１・２集

「狂言紙芝居」シリーズ

「平和の大切さを感じる日本の民話紙芝居」シリーズ
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タイトル 責任表示 出版社 出版年 資料番号
C ｺﾌ こぶとりじいさん 鶴見　正夫 教育画劇 １９８２ 010014298
C ｻﾙ さるかにがっせん 長崎　源之助 教育画劇 １９８８ 010014322
C ｼﾀ したきりすずめ 安田　浩 教育画劇 １９８８ 010014355
C ﾂﾙ つるのおんがえし 岡上  鈴江 教育画劇 １９８２ 010014280
C ﾊﾅ はなさかじじい 浜田　広介 教育画劇 １９８８ 120057914
C ﾌﾝ ぶんぶくちゃがま 筒井  敬介 教育画劇 １９８８ 010014330
C ﾓﾓ ももたろう 香山　美子 教育画劇 １９８８ 120129077
C ｶﾏ かまた先生のはだかのおうさま 鎌田　實 童心社 ２０２２ 015570740

タイトル 責任表示 出版社 出版年 資料番号

C ｻﾙ さるとかに 松谷　みよ子 童心社 ２０１７ 014788848

C ﾃﾝ 天人のよめさま 松谷　みよ子 童心社 ２０１７ 014788772

C ﾊｹ ばけくらべ 松谷　みよ子 童心社 ２０１７ 014788822

C ﾏｴ まえがみたろう　前編 松谷　みよ子 童心社 ２０１７ 014788780

C ﾏｴ まえがみたろう　後編 松谷　みよ子 童心社 ２０１７ 014788798

C ﾔﾏ やまんばのにしき 松谷　みよ子 童心社 ２０１７ 014788830

C ｱﾄ あとかくしの雪　 ときわ  ひろみ 教育画劇 ２０１２ 013703889
C ｴｶ 絵からとびだしたネコ　 ときわ  ひろみ 教育画劇 ２０１２ 013703905
C ｸｼ くじらのおれいまいり　 深山　さくら 教育画劇 ２０１２ 013703871
C ｼﾛ じろうまるのはなし　 まつむら　まさこ 教育画劇 ２０１２ 013703913
C ﾀｲ だいくとねこ　 新井　悦子 教育画劇 ２０１２ 013703863
C ﾊｼ はしになっただいじゃどん　 こわせ  たまみ 教育画劇 ２０１２ 013703897

タイトル 責任表示 出版社 出版年 資料番号

C ﾔﾏ やまたのおろち　 西野　綾子 かみありづき ２０１３ 014819940

C ｲﾅ イナバのしろうさぎ　 西野　綾子 かみありづき ２０１３ 014491211

C ｱﾏ 天の石屋戸 西野　綾子 かみありづき ２０１３ 014491229

C ｸﾆ 国ゆずりのものがたり 西野　綾子 かみありづき ２０１３ 014491203

C ﾁｲ 小さな神さま 西野　綾子 かみありづき ２０１３ 014491195

C ﾈﾉ 根の国のものがたり 西野　綾子 かみありづき ２０１３ 014491187

タイトル 責任表示 出版社 出版年 資料番号
C ｳﾁ うちのにゃあにゃ　 松谷　みよ子 童心社 ２００６ 014920854
C ｵｾ おせんべやけた！ 長野　ヒデ子 童心社 ２０２２ 015453764
C ｵﾊ おばけちゃんとことこ　 長野　ヒデ子 童心社 ２００７ 014920938
C ｵﾋ おひさまにこにこ　 まど　みちお 童心社 ２００３ 014920953
C ｺﾃ こてんぐちゃん　 長野　ヒデ子 童心社 ２０１１ 014920870
C ﾀｺ たこちゃんたこちゃん　 長野　ヒデ子 童心社 ２０１２ 014920805
C ﾈﾝ ねんねんこねこ　 長野　ヒデ子 童心社 ２０１０ 014920847

請求記号

請求記号

請求記号

請求記号

「松谷みよ子かみしばい民話傑作選」シリーズほか

「日本の神話」シリーズ

☆今治が誇る絵本作家

「長野ヒデ子」シリーズ
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