
■紙芝居文化の会「おすすめ紙芝居」
分類 分野 番号 題   名 原作 脚本 絵 場面数

1 おおきくおおきくおおきくなあれ 8
2 みんなでぱん! 8
3 よいしょよいしょ 16
4 ひ一らいたひ一らいた 12
5 ごきげんのわるいコックさん 12
6 るるのおうち 12
7 へんし一ん 8
8 あのじのまほうつかい 井出村由江 中根明貴子 12

生活・行事 9 おやつのじかんだよ 12
平和・環境 10 かりゆしの海 8

11 天人のはごろも 堀尾青史 丸木俊 16
12 あひるのおうさま フランス民話 堀尾青史 田島征三 12
13 おとうさん スマトラ民話 与田準一 田畑精一 12
14 にじになったきつね 川田百合子 藤田勝治 12
15 たべられたやまんば 松谷みよ子 二俣英五郎 16
16 いもころがし 川崎大治 前川かずお 12
17 おとうふさんとそらまめさん 松谷みよ子 長野ヒデ子 8
18 へっこきよめさま 水谷章三 藤田勝治 12
19 ゆめみこぞう 若林一郎 藤田勝治 12
20 おだんごころころ 坪田譲治 二俣英五郎 12
21 おひゃくしょうとえんまさま 君島久子 堀尾青史 二俣英五郎 12
22 したきりすずめ 松谷みよ子 堀内誠一 16
23 りゅうぐうのくろねこ 12
24 うまいものやま 佐々木悦 箕田源二郎 12
25 かっぱのすもう 渋谷勲 梅田俊作 12
26 さるとかに 松谷みよ子 西巻茅子 16
27 しっぺいたろう 津田真― 田島征三 12
28 ひよこちゃん チュコフスキー 小林純― 二俣英五郎 12
29 ふうちゃんのそり 神沢利子 梅田俊作 12
30 おねぼうなじゃがいもさん 村山壽子 12
31 せかい一大きなケーキ 古田足日 田畑精一 12
32 やさしいおともだち 武田雪夫 12
33 てんからおだんご 高橋五山 金沢佑光 12
34 ロボット・カミイ(ちびぞうのまき) 古田足日 田畑精一 12

まついのりこ
松井エイコ

まついのりこ

まついのりこ
まついのりこ
まついのりこ
まついのりこ
まついのりこ

観
客
参
加
型

共感

物語

科学・知識

民話

まついのりこ/写真横井謙典

イ・スジン

村山知義

瀬名恵子



35 ロボット・カミイ(げきあそびのまき) 吉田足日 田畑精一 16
36 古田足日 田畑精― 16
37 古田足日 田畑精― 16
38 ねこのおかあさん 12
39 こねこのしろちゃん 堀尾青史 和歌山静子 12
40 おかあさんまだかな 12
41 おかあさんのはなし アンデルセン 稲庭桂子 いわさきちひろ 16
42 つきよとめがね 小川未明 堀尾青史 遠藤てるよ 12
43 やさしいまものバッパー 野坂悦子 降矢なな 12
44 こぶたのま―ち 村山桂子 堀内誠一 12
45 てんぐとかっぱとかみなりどん かこさとし 二俣英五郎 16
46 モモちゃんがあかちゃんだったとき 松谷みよ子 鈴木未央子 12
47 モモちゃんのおみせやさん 松谷みよ子 鈴木未央子 12
48 モモちゃん「あかちゃんのうち」ヘ 松谷みよ子 相星真由美 土田義晴 12
49 あめこんこん 松谷みよ子 鈴木未央子 12
50 くれよんさんのけんか 八木田宜子 田畑精一 12
51 ぬすびととこひつじ 千世まゆ子 藤田勝治 12
52 ぞうさんきかんしゃぽっぽっぽっ 8
53 いいものなんだ? 山末やすえ 相野谷由紀 12
54 チンパンジーのおんがくかい 12
55 おたまたまごろう 金山美沙子 若山憲 12
56 てんとうむしのテム 12
57 くいしんぼうのまんまるおに 12
58 太陽はどこからでるの 12
59 がんばれきょうりゅうぼうや 16
60 ぼくのタガメ 杉浦宏 やべみつのり 12
61 かたつむりさんこんにちは 高家博成 横内襄 12
62 あめふってきたゆきふってきた 12
63 あげはのルン 12
64 カヤネズミのおかあさん キム・ファン 福田岩結 12
65 おうさまさぶちゃん 12
66 でんしゃがくるよ 8
67 ロボット・ロボののぼりぼう 古田足日 田畑精― 12
68 おばけとやっちゃん 松野正子 渡辺有一 12
69 ごしごしごし 8
70 二度と 12
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71 のばら 小川未明 堀尾青史 桜井誡 12
72 平和のちかい 稲庭桂子 佐藤忠良 16
73 象牙の櫛 12
74 三月十日のやくそく 早乙女勝元 伊藤秀男 12
75 ころころじゃっぽ一ん 8
76 は一い! 間所ひさこ 山本祐司 8

77 紙芝居舞台、舞台スタンド

その他 あかちゃん
長野ヒデ子
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