
大型紙芝居 豊後高田市立図書館

タイトル 作者 出版社 資料番号

あひるのおうさま 堀尾　青史／脚本 童心社 1210000541

あわてないあわてない 仲川　道子／脚本・絵 童心社 1210000632

いちどとまってみぎひだり 今関　信子／脚本 童心社 1210030290

いなむらの火 川崎　大治／脚本 童心社 1210000640

おうさまさぶちゃん 馬場　のぼる／脚本・絵 童心社 1210000921

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 1210004030

おだんごころころ 坪田　譲治／脚本 童心社 1210000962

おとうさん 与田　凖一／脚本 童心社 1210004022

くれよんさんのけんか 八木田　宜子／脚本 童心社 1210000558

ごきげんのわるいコックさん まつい　のりこ／脚本・絵 童心社 1210263578

こねこのしろちゃん 堀尾　青史／脚本 童心社 1210000939

じごくのそうべえ　前編 田島　征彦／脚本・絵 童心社 1210250146

じごくのそうべえ　後編 田島　征彦／脚本・絵 童心社 1210250153

したきりすずめ 松谷　みよ子／脚本 童心社 1210000566

台風がきたぞ 千世　繭子／脚本 童心社 1210000657

たべられたやまんば 松谷　みよ子／脚本 童心社 1210004014

でんしゃがくるよ とよた　かずひこ／脚本・絵 童心社 1210305428

なんにもせんにん 巌谷　小波／原作 童心社 1210000947

ねずみのミーちゃんききいっぱつ 上地　ちづ子／脚本 童心社 1210030316

はい、タッチ とよた　かずひこ／脚本・絵 童心社 1210301378

みんなでぽん! まつい　のりこ／脚本・絵 童心社 1210000954

もみもみおいしゃさん とよた　かずひこ／脚本・絵 童心社 1210263560

竜のおさんばさん 田村　つねこ／脚本 童心社 1210263586

りんごくんのおうちはどこ？ とよた　かずひこ／脚本・絵 童心社 1210315436

ワンタさんは、おおいそがし やすい　すえこ／脚本 童心社 1210030308
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パネルシアター 豊後高田市立図書館

タイトル 作者 出版社 資料番号

いかのおすしが合言葉 月下　和恵／作 アイ企画 1210035430

いたずら魔女のとおせんぼ 月下　和恵／作 アイ企画 1210035570

いわしのひらき 藤田　佳子／作 メイト 1210035620

おおきくなったらなりたいな 秋田　桂子／作 アイ企画 1210035539

おこづかい 授業パネルシアター研究会／作 アイ企画 1210035364

おなかの痛くなったゆうた 秋田　桂子／脚本 アイ企画 1210035604

かくれんぼ号 月下　和恵／作・画 アイ企画 1210035398

カレーライス号 月下　和恵／作・画 アイ企画 1210035414

きっぷばさみのうた・のっぺらぼう 秋田桂子／脚本 アイ企画 1210034516

ぐらぐらゆれても、あわてない！ 月下　和恵／作 アイ企画 1210035448

こいのぼり 古宇田亮順／著者 メイト 1210035638

ごめんな・サイです なべさん／構成 アイ企画 1210035521

三びきのやぎとトロルのおはなし 藤田佳子／構成 アイ企画 1210034458

十二支のおはなし 日本幼年教育研究会／著 メイト 1210035653

ショーカマンと元気なうんち 藤田　桂子／構成 アイ企画 1210035596

しりとりおかいもの しばはら　ち／作・絵 アイ企画 1210034474

せつぶん 月下　和恵／著 メイト 1210035661

卒園・入園おめでとう号 こばやし　まさよ／作 アイ企画 1210035554

たなばた 日本幼年教育研究会／著 メイト 1210035646

たにぞう＋中川ひろたかの急いで！消防車 たにぞう＋中川ひろたか／作 アイ企画 1210035547

食べ物大好き！三つの仲間 授業パネルシアター研究会／作 埼玉福祉会 1210035729

だれでしょう 子宇多　亮順／著 メイト 1210035703

手をたたきましょう号 月下　和恵／作 アイ企画 1210035406

とんでったバナナ　すうじの歌 子宇多　亮順／著 メイト 1210035687

なにがはいっているのかな？ 室田　洋子／監修 埼玉福祉会 1210035711

にんじんさん　だいこんさん　ごぼうさん 荒木文子／脚本 アイ企画 1210034466

Ｈｏｗ　ａｒｅ　ｙｏｕ？ 授業パネルシアター研究会／作 アイ企画 1210035349

パネルでマジック　ひよこちゃん 吉川　貴光／作・絵 アイ企画 1210035372

パネル博士の言葉の学習 授業パネルシアター研究会／作 アイ企画 1210035331

ひなまつり 関　稚子／著 メイト 1210035679

ヒューヒューとゼーゼーにきをつけろ 月下　和恵／作 アイ企画 1210035588

ひよこのおかあさん 増田　裕子／作・絵 アイ企画 1210035505

ビンゴ　ＢＩＮＧＯ 藤田　佳子／構成 アイ企画 1210035513

ふとんのなかで 増田　裕子／作・絵 アイ企画 1210035497

Ｗｈａｔ　ｗｏｕｌｄ　ｙｏｕ　ｌｉｋｅ？ 授業パネルシアター研究会／作 アイ企画 1210035356

ママのおけしょう 後藤　紀子／作 アイ企画 1210035380

まるい卵 子宇多　亮順／著 メイト 1210035695

ムッシバンをやっつけろ 月下　和恵／作 アイ企画 1210035562

桃太郎 月下　和恵／構成 アイ企画 1210035422

39タイトル（2019年3月）



パネルシアター 豊後高田市立図書館

蛍光カラーパネルシアター

タイトル 作者 出版社 資料番号

アラジンと魔法のランプ せきし　いずみ／絵 アイ企画 1210005953

一本の鉛筆 古宇田　亮順 アイ企画 1210005672

うれしいひなまつり 勝山　睦美／絵 アイ企画 1210005706

おだんごを食べたお月さま 月下　和恵／構成 アイ企画 1210035463

おばけなんてないさ 月下和恵／構成 アイ企画 1210034441

おもちゃのチャチャチャ 月下　和恵／著者 メイト 1210035612

おりひめとひこぼし 月下　和恵／絵 アイ企画 1210005680

からかさのおよめさん 荒木　文子／作 アイ企画 1210035489

サンタが町にやってくる 月下　和恵／絵 メイト 1210005938

忍者家族「秘密のまきもの」の巻 荒木　文子／作 アイ企画 1210035471

ピーターパン 酒井　公子／絵 アイ企画 1210005698

メリークリスマス 月下　和恵／構成 アイ企画 1210035455
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エプロンシアター 豊後高田市立図書館

タイトル 作者 出版社 資料番号

あわぶくかいじゅうモクモクだい！ 中谷　真弓／著 メイト 1210004048

おべんとう箱 中谷　真弓／著 フレーベル館 1210035786

くいしんぼゴリラ 中谷　真弓／著 メイト 1210005920

３びきのこぶた 中谷　真弓／著 チャイルド本社 1210035737

３びきのこぶたと交通安全 中谷　真弓／著 メイト 1210035281

３びきのやぎＶＳトロル 中谷　真弓／著 メイト 1210035315

ぞうのはなはなぜながい 中谷　真弓／著 メイト 1210035299

童謡メドレー・お誕生会　かくれんぼ 中谷　真弓／著 メイト 1210035273

ネズミくんのびっくり誕生会 中谷　真弓／著 チャイルド本社 1210035745

はだかのおうさま 中谷　真弓／著 メイト 1220146953

早ね早おき朝ごはん 陰山　英男／監修 メイト 1210035323

はらぺこあおむし 学研 1210035794

びっくり！どっきり！マジックエプロン 菅原　英基／監修 メイト 1210035307

ピーマンマンのいただきまーす 中谷　真弓／著 世界文化社 1210035802

まる・さんかく・しかく　なーにかな？ 中谷　真弓／著 メイト 1210004055
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