
あかまるちゃんとくろまるちゃん おべんとくん じゃんけん　ぽん どうぞのいす ぴっけやまのおならくらべ あひるのおうさま

おめんです しゅっぱつしんこう！ どうぶついろいろかくれんぼ 100かいだてのいえ あわてない　あわてない（防災）

おめんです ２ しりとりのだいすきなおうさま       ◎ とべバッタ ぴょーん　①② おうさまさぶちゃん

おやおやおやさい スイミー ともだちや ふしぎなキャンディーやさん おおきくおおきくおおきくなあれ    ◎

がっこうでトイレにいけるかな？ すてきな三にんぐみ ドライブにいこう ふゆのよるのおくりもの　☆ おだんごころころ                    ◎

かばくん せんたくかあちゃん                 ◎ どんぐりたろうのき フレデリック おとうさん

からすのパンやさん せんろはつづく とんとんとん へびくんのおさんぽ くれよんさんのけんか

かわいそうなぞう ぞうくんのさんぽ とんとんとんとんひげじいさん へんしんトンネル ごきげんのわるいコックさん        ◎

きたきつねのゆめ そらの100かいだてのいえ なつのいちにち                     ◎ ぼくにげちゃうよ こねこのしろちゃん

きつねのでんわボックス そらまめくんのベッド なにをたべてきたの ぼくのくれよん　①② じごくのそうべい（前編）（後編）   ◎

キャベツくん だいすきっていいたくて にじいろのさかな まどからおくりもの　①②　☆ 　◎ したきりすずめ

９９９ひきのきょうだい たからものはなあに？ にゃーご みんなうんち                       ◎ たべられたやまんば                ◎

９９９ひきのきょうだいのおひっこし だじゃれ世界一周 にんじんとごぼうとだいこん みんな　でんしゃ でんしゃがくるよ                     ◎

いもほりバス ◎ きょだいなきょだいな               ◎ だじゃれ日本一周 ねずみくんのチョッキ めっきらもっきらどおんどん        ◎ なんにもせんにん                   ◎

うみの100かいだてのいえ きんぎょがにげた                    ◎ たすけて！（防犯） ねずみのいもほり もぐらバス はい、タッチ                         ◎

うんぴ・うんにょ・うんち・うんご くじらだ たなばたバス　○　　 ◎ ねずみのえんそくもぐらのえんそく もこもこもこ                         ◎ みんなでぽん！                    ◎

えらいえらい！ くだものいろいろかくれんぼ たまごにいちゃん ねずみのかいすいよく ももたろう もみもみおいしゃさん               ◎

おおきなかぶ くまのコールテンくん　☆ たまごのあかちゃん ねずみのさかなつり もちづきくん　○ 竜のおさんばさん

おおきなきがほしい くものすおやぶんとりものちょう たまごを　こんこんこん ねずみのでんしゃ モチモチの木 りんごくんのおうちはどこ?          ◎

おおはくちょうのそら クリスマスのかくれんぼ　☆ ◎ だるまさんが                        ◎ のりものいろいろかくれんぼ もりのおふろ　①②                 ◎

おこる ぐりとぐら だるまさんと                        ◎ はじめてのおつかい もりのかくれんぼう

おじいちゃんのごくらくごくらく ぐりとぐらのえんそく                 ◎ だるまさんの                        ◎ はじめてのおるすばん やさいさん

おしくらまんじゅう ぐりとぐらのおきゃくさま　①②　☆ 　  だるまちゃんとかみなりちゃん はじめまして ゆうたはともだち げんばのじょうぎつね（55㎝×80㎝）

おじさんのかさ ぐるんぱのようちえん だるまちゃんとてんぐちゃん バスでおでかけ　☆　 よかったねネッドくん               ◎ 変身ミーちゃんとおともだち（34.5㎝×30㎝）

おしゃれなおたまじゃくし 月ようびはなにたべる（ＣＤ付き） ダンゴムシみつけたよ（写真絵本） はっぱのおうち りんごがドスーン ◎

おっぱい ここがせかいいち！（写真絵本） ちいさなきいろいかさ 花さき山 れいぞうこ 大型絵本（洋書）

おにのパンツ ころころころ ちいちゃんのかげおくり はなすもんかー！ ろばさんのかわいいバッグ

おばけだじょ ◎ こわ～いはなし ちか100かいだてのいえ パパ、お月さまとって！ わゴムはどのくらいのびるかしら From Head to Toe できるかな？

おばけのてんぷら サンドイッチサンドイッチ ちからたろう はははのはなし わにわにのおふろ ◎
THE VERY HUNGRY CATERPILAR
はらぺこあおむし

おばけのバーバーパパ 三びきのこぶた ちびゴリラのちびちび はらぺこあおむし（あおむし付）　　 ◎ Dear Zoo

おばけパーティ しげちゃん ちゅーちゅー バルボンさんのおでかけ Five Little MONKEYS

おふとんかけたら じしんだ！（防災） つきよのくじら ハロウィンのかくれんぼ

おべんとうばこのうた しっぽのはたらき でんしゃでいこう　でんしゃでかえろう 半日村

おべんとうバス ◎ しまふくろうのみずうみ でんしゃにのって　①② ひつじぱん

Brown Bear,Brown Bear,What Do You See?
くまさん　くまさん　なにみてるの？

いたずらラッコとおなべのほし

いただきバス              　      　

いっしょにあそぼ！

いつもいっしょに

大型紙芝居
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大型絵本

あっぷっぷ　

あなたがとってもかわいい

あぶくたった

あぶない！（交通安全）

あめのひのえんそく

ありとすいか

あるのかな

アレクサンダとぜんまいねずみ

不定型紙芝居

New!

New!



パネルシアター（クイズ）

赤ずきんちゃん　①② ぐらぐらゆれてもあわてない!(防災） ねこのおいしゃさん                  ◎ あしあとみつけた！ あかずきん　　　　　　　　　　　　　　◎ 一茶俳句かるた　①②③

あきのうた                         ◎ ぐんぐん大きくなった！ のっぺらぼう あてっこクイズ　へんてこりんな写真 うさぎとかめ 王さまかるた

アラジンと魔法のランプ　★    ◎ こいのぼり　○                     ◎ ばけくらべ かくれんぼ　①② うらしまたろう ぐりとぐらかるた

ごめんな、サイです はたけのお花                        ◎ きれいなお窓 おおきなかぶ                      ◎ 塩尻かるた（48枚）　①②

◎ これはジャックのたてたいえ はたけのポルカ これ、なあに                         ◎ おおかみと７ひきのこやぎ　 　　　 ◎ 信濃かるた　①②

急いで！消防車 さかながはねて                    ◎ ハッピーバースディ　①② しりとりおかいもの　①② おむすびころりん 11ぴきのねこかるた

一年生になったら さるかに合戦 パパ、お月さまとって！(別添資料有) 食べ物クイズ なにがはいっているのかな？ かくれんぼ 樹木かるた

５つのメロンパン                   ◎ サンタが町にやってくる①②★☆ ◎ はらぺこあおむし                   　 ◎ 食べ物大すき！三つの仲間 カレーでおんど つまごかるた

一本の鉛筆　★　 ３びきのくま はるのうた（こいのぼり有）　○ ◎ だれでしょう きたかぜとたいよう 楢川かるた　①②

いっぽんばしにほんばし ３びきのこぶた ピーターパン　★　　 どうぶつカード（ミニ） 金のがちょう ばばばあちゃんのくいしんぼうカルタ

いわしのひらき                    ◎ ひなまつり　〇 な～にができた!?　ｼﾙｴｯﾄｸｲｽﾞ（ミニ） くいしんぼゴリラ　①②             ◎ 広丘まちづくりカルタ

うさぎとかめ　①②                ◎ ◎ ひよこのおかあさん なにがはいっているのかな？ グリーンマントのピーマンマン 野草かるた　①②

歌のひろば　★☆ しかくさん ＢＩＮＧＯ（英語） こぶとりじいさん わにわにのかるた

うれしいひなまつり　①② ★○ ◎ 十二支のおはなし　①②　○ ふうせん ３びきのこぶた 備品

おおきくなったらなりたいな しゃぼん玉とばせ　①②　         ◎ ふしぎなポケット　①②              ◎ ふしぎなカード（ミニ） さるかに話 普通紙芝居枠　①②　　　　　　　　 ◎

大きなかぶ　①②           ◎ １０人のサンタ　①②　☆        ◎ ぶたのたね(別添資料有) ふしぎなたまご ジャックと豆の木                   ◎ コンパクトタイプ普通紙芝居枠

大きなだいこん スイミー ふとんのなかで 道案内をしよう　What animal?(英語） ぞうのはなはなぜながい 大型紙芝居枠　①②　　　　　　　　 ◎

おだんごぱん すうじの歌 フルーツパフェ大好き               ◎ 野菜・くだものだーい好き            ◎ たんじょうびおめでとう 紙芝居用ライト　大

すてきな帽子屋さん ブレーメンの音楽隊 ともだちほしいな　おおかみくん 紙芝居用ライト　小

おたんじょうびうれしいな すみとわらとまめ ふわりくも パネルシアター(手作り寄贈品） とんでった麦わらぼうし 大型絵本イーゼル

おばけなんてないさ　①②　★ ◎ せつぶん　　 へんてこおしくらまんじゅう　①② 注）実物をご覧頂き、よろしければ ねずみのよめいり　　　　　　　　　　◎ パネル白　①②

おばけマンション だぁして ひっこめて こんにちは！ ほしのクリスマス　★☆      お使いください 花さかじいさん                     ◎ イーゼル

おばけマンション②（ﾃﾞｰﾃﾙとｽｹｰﾃﾙ） たき火 ほっぺがおちるよ                  　 ◎ かきの木マン/りんごちゃんバナナくん はだかのおうさま パネル付き簡単イーゼル　①②　 ◎

おむすびころりん たこ焼きパクッ！                  ◎ まほうのでんしレンジ あわてだこ事件 ビスケットになった魔法使い ブラックパネルシアター用

おもちゃのチャチャチャ　 ★     ◎ たなばた　★○                   ◎ 豆まき　○                         　 ◎ おだんごころころ ブレーメンのおんがくたい イーゼルセット　①② ◎

おりひめとひこぼし　★○        ◎ だるマン　だるマン登場の巻 まるい卵　①② おふろだいすき マジックエプロン カスタネット　①②

かさじぞう 手をたたきましょう　①② まんまるさん　①② ○△□なーにかな　 すず　①②③

からかさのおよめさん　★  てをたたこ みんなねんね ももたろう タンバリン　①②

カレーライスのうた                ◎ どこでねるの　★ メリークリスマス　①②　★☆      ◎ ペープサート やさいのパーティ ハンドベル

きっぷはいけん GO! GO! 汽車 とんでったバナナ 桃太郎 あっかんベー わくわくプレゼント　　 拍子木

きっぷばさみのうた とんとんとん　こんにちは 森のアイスクリーム屋さん（ミニ） かさじぞう テーブル

きぬさやくんとべいなすくん       ◎ どんな花火　★ 山小屋いっけん　①② 三びきのこぶた 黒布　①②③

くいしんぼおばけ　①② 忍者家族「秘密のまきもの」の巻　★ ◎ ゆかいなゆかいなポケット たぬきのポンとポコ ペープサートステージ

くもの糸 にんじんさん、だいこんさん、ごぼうさん ◎ なのはなとちょうちょう

What would you like?
～英語でランチメニュー・食育でバラン
スメニュー～　(英語）

エプロンシアター

おだんごを食べたお月さま　★

パネルシアター
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あわてんぼうのサンタクロース
サンタクロースがやってくる　☆

三びきのやぎとトロルのおはなし
（がらがらどん）　①②

かるた

New!


