
タ　イ　ト　ル ページ

あ あかずきん　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ＥＰ４ ・・・・・・・・ ３４

赤ずきん ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ＰＳ２ ・・・・・・・・ ３５

あかまるちゃんとくろまるちゃん ・・・・・・・ 特７７ ・・・・・・・・ １６

あひるのおうさま ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ＯＫ５ ・・・・・・・・ ３７

ありとすいか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 特１ ・・・・・・・・ １

あわてないあわてない（地震） ・・・・・・・ OK１２ ・・・・・・・・ ３９

いつもいっしょに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 特１０３ ・・・・・・・・ ２１

いなむらの火（津波） ・・・・・・・・・・・・・・・ OK１３ ・・・・・・・・ ３９

うがいライオン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 特７３ ・・・・・・・・ １５

うさぎとかめ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ＰＣ９ ・・・・・・・・ ２５

うさぎとかめ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ＰＣ２６ ・・・・・・・・ ２８

うみキリン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 特１０４ ・・・・・・・・ ２１

うみの１００かいだてのいえ ・・・・・・・・・ 特９８ ・・・・・・・・ ２０

うれしいひなまつり ・・・・・・・・・・・・・・・・ ＢＰ４ ・・・・・・・・ ３０

えらいえらい！ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 特８１ ・・・・・・・・ １７

おうさまさぶちゃん ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ＯＫ９ ・・・・・・・・ ３８

大型紙芝居舞台 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 舞１０ ・・・・・・・・ ４０

大型紙芝居舞台用 拍子木 ・・・・・・・・・ 舞１１ ・・・・・・・・ ４０

おおきくおおきくおおきくなあれ ・・・・・・ ＯＫ１ ・・・・・・・・ ３７

おおきなかぶ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ＥＰ１ ・・・・・・・・ ３２

おおきなかぶ－ロシア民話 ・・・・・・・・・・ 特２ ・・・・・・・・ １

おおきなきがほしい ・・・・・・・・・・・・・・・・ 特１０５ ・・・・・・・・ ２１

おかさんだいすきだよ ・・・・・・・・・・・・・・ 特９６ ・・・・・・・・ ２０

おとうさん ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ＯＫ２ ・・・・・・・・ ３７

おじさんのかさ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 特３ ・・・・・・・・ １

おだんごころころ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ OK１１ ・・・・・・・・ ３８

おばあさんとこぶた ・・・・・・・・・・・・・・・・ ＰＣ１ ・・・・・・・・ ２４

おばけなんてないさ ・・・・・・・・・・・・・・・ ＢＰ１ ・・・・・・・・ ３０

番　号

タイトル五十音順索引

索引1



タ　イ　ト　ル ページ番　号

おばけのてんぷら ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 特４ ・・・・・・・・ １

おばけのてんぷら ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 特５ ・・・・・・・・ １

おばけのてんぷら ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 特６ ・・・・・・・・ ２

おばけのバーバパパ ・・・・・・・・・・・・・・ 特５０ ・・・・・・・・ １０

おばけの森 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ OK１５ ・・・・・・・・ ３９

おばけパーティ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 特７ ・・・・・・・・ ２

おばけマンション ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ＰＣ３０ ・・・・・・・・ ２９

おべんとうバス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 特６８ ・・・・・・・・ １４

おべんとくん ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 特８８ ・・・・・・・・ １８

おまえうまそうだな ・・・・・・・・・・・・・・・・ 特４４ ・・・・・・・・  ９

おみせやさん ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 特４１ ・・・・・・・・  ９

おむすびころりん ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ＥＰ５ ・・・・・・・・ ３２

おめんです ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 特９０ ・・・・・・・・ １８

おやおや、おやさい ・・・・・・・・・・・・・・・・ 特７１ ・・・・・・・・ １５

おりひめとひこぼし ・・・・・・・・・・・・・・・・ ＢＰ５ ・・・・・・・・ ３０

か かえるのケロ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ＰＳ１ ・・・・・・・・ ３５

かさじぞう ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ＰＳ６ ・・・・・・・・ ３６

かたあしだちょうのエルフ ・・・・・・・・・・・ 特９９ ・・・・・・・・ ２０

かばくん ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 特９１ ・・・・・・・・ １９

紙芝居舞台１（拍子木／付） ・・・・・・・・・ 舞７ ・・・・・・・・ ４０

紙芝居舞台２（拍子木／付） ・・・・・・・・・ 舞８ ・・・・・・・・ ４０

紙芝居舞台３（拍子木／付） ・・・・・・・・・ 舞９ ・・・・・・・・ ４０

からすのパンやさん ・・・・・・・・・・・・・・・ 特１００ ・・・・・・・・ ２０

カレーライスのうた ・・・・・・・・・・・・・・・・ ＰＣ１７ ・・・・・・・・ ２７

ガンピーさんのふなあそび ・・・・・・・・・・ 特８ ・・・・・・・・ ２

きたかぜとたいよう ・・・・・・・・・・・・・・・・ ＥＰ１３ ・・・・・・・・ ３４

きっぷはさみのうた ・・・・・・・・・・・・・・・・ ＰＣ１４ ・・・・・・・・ ２６

キャベツくん ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 特８２ ・・・・・・・・ １７

９９９ひきのきょうだい ・・・・・・・・・・・・・・ 特８７ ・・・・・・・・ １８

きょうりゅうのおおきさ ・・・・・・・・・・・・・・ 特９５ ・・・・・・・・ １９

索引2



タ　イ　ト　ル ページ番　号

きょだいなきょだいな ・・・・・・・・・・・・・・・ 特３２ ・・・・・・・・ ７

きんぎょがにげた ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 特６９ ・・・・・・・・ １４

くだものいろいろかくれんぼ ・・・・・・・・・ 特１０６ ・・・・・・・・ ２２

くまのコールテンくん ・・・・・・・・・・・・・・ 特９７ ・・・・・・・・ ２０

ぐりとぐら ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 特９ ・・・・・・・・ ２

ぐりとぐらのえんそく ・・・・・・・・・・・・・・・ 特６７ ・・・・・・・・ １４

ぐりとぐらのおきゃくさま ・・・・・・・・・・・・ 特２１ ・・・・・・・・ ５

ぐるんぱのようちえん ・・・・・・・・・・・・・・ 特１０ ・・・・・・・・ ２

くれよんさんのけんか ・・・・・・・・・・・・・・ ＯＫ４ ・・・・・・・・ ３７

ごきげんのわるいコックさん ・・・・・・・・・ ＯＫ１６ ・・・・・・・・ ３９

こすずめのぼうけん ・・・・・・・・・・・・・・・ 特３６ ・・・・・・・・ ８

こねこのしろちゃん ・・・・・・・・・・・・・・・・ OK７ ・・・・・・・・ ３８

こぶとりじいさん ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ＥＰ１２ ・・・・・・・・ ３４

これなあに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ＰＣ１１ ・・・・・・・・ ２６

ころころころ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 特９３ ・・・・・・・・ １９

さ さ～て、このこはだ～れ？ ・・・・・・・・・・・ ＰＣ１８ ・・・・・・・・ ２７

サンタが町にやってくる ・・・・・・・・・・・・・ BP８ ・・・・・・・・ ３１

３びきのこぶた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ＥＰ６ ・・・・・・・・ ３３

三びきのこぶた－イギリス民話 ・・・・・・・ 特１１ ・・・・・・・・ ３

三びきのやぎとトロルのおはなし ・・・・・ ＰＣ１２ ・・・・・・・・ ２６

三びきのやぎのガラガラドン ・・・・・・・・・ 特１０２ ・・・・・・・・ ２１

３びきのやぎのガラガラドン ・・・・・・・・・ ＥＰ２ ・・・・・・・・ ３２

したきりすずめ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ＯＫ６ ・・・・・・・・ ３８

ジャックと豆の木 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ＥＰ８ ・・・・・・・・ ３３

じゃんけんぽん ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 特７５ ・・・・・・・・ １５

十二支のおはなし ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ＰＣ１９ ・・・・・・・・ ２７

１０人のサンタ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ＰＣ１０ ・・・・・・・・ ２５

１０人のサンタ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ＰＣ２７ ・・・・・・・・ ２９

しりとりおかいもの ・・・・・・・・・・・・・・・・ ＰＣ２０ ・・・・・・・・ ２７

しりとりのだいすきなおうさま ・・・・・・・・・ 特５５ ・・・・・・・・ １１

索引3



タ　イ　ト　ル ページ番　号

スイミー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 特５４ ・・・・・・・・ １１

すうじの歌 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ＰＣ２１ ・・・・・・・・ ２７

すっぽんぽんのすけ ・・・・・・・・・・・・・・・ 特１０７ ・・・・・・・・ ２２

すてきな三にんぐみ ・・・・・・・・・・・・・・・ 特１２ ・・・・・・・・ ３

せつぶん ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ＰＣ２２ ・・・・・・・・ ２８

せんたくかあちゃん ・・・・・・・・・・・・・・・・ 特３３ ・・・・・・・・ ７

せんろはつづく ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 特１０８ ・・・・・・・・ ２２

ぞうのはな ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 特６３ ・・・・・・・・ １３

ぞうくんのさんぽ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 特１３ ・・・・・・・・ ３

そらまめくんのベッド ・・・・・・・・・・・・・・・ 特３４ ・・・・・・・・ ７

そらまめくんのぼくのいちにち ・・・・・・・・ 特１０９ ・・・・・・・・ ２２

た 台風がきたぞ（台風） ・・・・・・・・・・・・・・・ OK１４ ・・・・・・・・ ３９

たなばたバス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 特１１０ ・・・・・・・・ ２２

たぬきのポンとポコ ・・・・・・・・・・・・・・・・ ＰＳ３ ・・・・・・・・ ３９

たべられたやまんば ・・・・・・・・・・・・・・・ ＯＫ３ ・・・・・・・・ ３７

たまごにいちゃんぐみ ・・・・・・・・・・・・・・ 特４３ ・・・・・・・・ ９

たまごにいちゃんぐみ ・・・・・・・・・・・・・・ 特１１５ ・・・・・・・・ ２３

だるまさんが ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 特６１ ・・・・・・・・ １３

だるまさんと ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 特８５ ・・・・・・・・ １７

だるまさんの ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 特６４ ・・・・・・・・ １３

だるまちゃんとてんぐちゃん ・・・・・・・・・ 特１１１ ・・・・・・・・ ２３

ちいさなうさこちゃん ・・・・・・・・・・・・・・・ ＰＣ２ ・・・・・・・・ ２４

ちいさなくれよん ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 特１４ ・・・・・・・・ ３

ちいさなくれよん ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 特１５ ・・・・・・・・ ３

ちいさなさかな ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ＰＣ３ ・・・・・・・・ ２４

ちか１００かいだてのいえ ・・・・・・・・・・・ 特５３ ・・・・・・・・ １１

ちからたろう ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 特３５ ・・・・・・・・ ７

ちこちゃんとけんちゃんのボール投げ・・・ ＰＳ４ ・・・・・・・・ ３５

ちびゴリラのちびちび ・・・・・・・・・・・・・・ 特２５ ・・・・・・・・ ５

ちゅーちゅー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 特６５ ・・・・・・・・ １３

索引4



タ　イ　ト　ル ページ番　号

てをたたこ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ＰＣ２９ ・・・・・・・・ ２９

でんしゃでいこう・でんしゃでかえろう ・・・ 特２２ ・・・・・・・・ ５

でんしゃにのって ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 特９２ ・・・・・・・・ １９

ドアがあいて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 特６０ ・・・・・・・・ １２

どうぞのいす ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 特２７ ・・・・・・・・ ６

どうぶついろいろかくれんぼ ・・・・・・・・・ 特４５ ・・・・・・・・ ９

どうぶつしんちょうそくてい ・・・・・・・・・・ 特１１２ ・・・・・・・・ ２３

特大絵本用スタンド １（桃色） ・・・・・・・ 舞１ ・・・・・・・・ ４０

特大絵本用スタンド ２（緑色） ・・・・・・・ 舞２ ・・・・・・・・ ４０

特大絵本用スタンド ３（ワイド・桃色）・・・ 舞３ ・・・・・・・・ ４０

特大絵本用スタンド ４（ワイド・緑色）・・・ 舞４ ・・・・・・・・ ４０

となりのとこやさん ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ＰＣ２８ ・・・・・・・・ ２９

とべバッタ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 特３７ ・・・・・・・・ ８

トーマスきゃくしゃをひく ・・・・・・・・・・・・・ 特４６ ・・・・・・・・ １０

ともだちほしいなおおかみくん ・・・・・・・ ＥＰ７ ・・・・・・・・ ３３

ともだちや ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 特１１３ ・・・・・・・・ ２３

とりかえっこ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ＰＣ８ ・・・・・・・・ ２５

どんな花火 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ BP７ ・・・・・・・・ ３１

とんでったバナナ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ＰＣ２３ ・・・・・・・・ ２８

な ながぐつをはいたねこ ・・・・・・・・・・・・・・ ＥＰ１１ ・・・・・・・・ ３４

なつのいちにち ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 特７２ ・・・・・・・・ １５

なにをたべてきたの？ ・・・・・・・・・・・・・・ 特２３ ・・・・・・・・ ５

なのはなとちょうちょう ・・・・・・・・・・・・・・ ＰＳ５ ・・・・・・・・ ３５

なんにもせんにん ・・・・・・・・・・・・・・・・・ OK８ ・・・・・・・・ ３８

にゃーご ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 特１６ ・・・・・・・・ ４

にゃんきちいっかのだいぼうけん ・・・・・ 特４７ ・・・・・・・・ １０

忍者家族★「秘密のまきもの」の巻 ・・・ ＢＰ６ ・・・・・・・・ ３０

にんじんさんだいこんさんごぼうさん ・・・ ＰＣ１３ ・・・・・・・・ ２６

ねずみのかいすいよく ・・・・・・・・・・・・・ 特６６ ・・・・・・・・ １４

ねずみくんのチョッキ ・・・・・・・・・・・・・・・ 特１７ ・・・・・・・・ ４

索引5



タ　イ　ト　ル ページ番　号

ねずみくんのチョッキ ・・・・・・・・・・・・・・・ ＰＣ１６ ・・・・・・・・ ２７

ねずみのよめいり ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ＥＰ９ ・・・・・・・・ ３３

のっぺらぼう ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ＰＣ１５ ・・・・・・・・ ２６

のりものいろいろかくれんぼ ・・・・・・・・・ 特４８ ・・・・・・・・ １０

は はじめてのおつかい ・・・・・・・・・・・・・・・ 特１８ ・・・・・・・・ ４

はじめてのおるすばん ・・・・・・・・・・・・・ 特２８ ・・・・・・・・ ６

バスでおでかけ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 特８９ ・・・・・・・・ １８

バスでおでかけ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ＰＣ２４ ・・・・・・・・ ２８

ぱっくんおおかみときょうりゅうたち ・・・・ 特２９ ・・・・・・・・ ６

パパ、お月さまとって！ ・・・・・・・・・・・・ 特９４ ・・・・・・・・ １９

はらぺこあおむし ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 特２４ ・・・・・・・・ ５

はらぺこおおかみとぶたのまち ・・・・・・・ 特４９ ・・・・・・・・ １０

バルボンさんのおでかけ ・・・・・・・・・・・ 特８３ ・・・・・・・・ １７

ピーターパン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ＢＰ３ ・・・・・・・・ ３０

ひつじぱん ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 特８０ ・・・・・・・・ １６

１００かいだてのいえ ・・・・・・・・・・・・・・ 特５２ ・・・・・・・・ １１

ぴょーん ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 特１９ ・・・・・・・・ ４

ぶたたぬききつねねこ ・・・・・・・・・・・・・・ ＰＣ４ ・・・・・・・・ ２４

ふとんのなかで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ＰＣ２５ ・・・・・・・・ ２８

ふゆのよるのおくりもの ・・・・・・・・・・・・ 特３０ ・・・・・・・・ ６

フレデリック ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 特１１４ ・・・・・・・・ ２３

ブレーメンのおんがくたい ・・・・・・・・・・・ ＥＰ１０ ・・・・・・・・ ３３

へんしんオバケ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 特７０ ・・・・・・・・ １４

へんしんトンネル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 特５１ ・・・・・・・・ １１

ぼくにげちゃうよ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 特３１ ・・・・・・・・ ７

ぼくのくれよん ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 特２０ ・・・・・・・・ ４

ほしい ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 特６２ ・・・・・・・・ １３

ま まどから☆おくりもの ・・・・・・・・・・・・・・・ 特２６ ・・・・・・・・ ６

まどから☆おくりもの ・・・・・・・・・・・・・・・ 特８６ ・・・・・・・・ １８

○△□なーにかな？ ・・・・・・・・・・・・・・・ ＥＰ３ ・・・・・・・・ ３２
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タ　イ　ト　ル ページ番　号

ミニパネルシアター １ ・・・・・・・・・・・・・ 舞５ ・・・・・・・・ ４０

ミニパネルシアター ２ ・・・・・・・・・・・・・ 舞６ ・・・・・・・・ ４０

みんなうんち ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 特７４ ・・・・・・・・ １５

みんなうんち ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ＰＣ５ ・・・・・・・・ ２４

みんなでぽん！ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ OK１０ ・・・・・・・・ ３８

みんなでんしゃ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 特７８ ・・・・・・・・ １６

めっきらもっきらどおんどん ・・・・・・・・・・ 特５６ ・・・・・・・・ １２

メリークリスマス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ＢＰ２ ・・・・・・・・ ３０

もこもこもこ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 特８４ ・・・・・・・・ １７

モチモチの木 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 特４０ ・・・・・・・・ ８

もみもみおいしゃさん ・・・・・・・・・・・・・・ OK１７ ・・・・・・・・ ３９

桃太郎 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ＰＣ７ ・・・・・・・・ ２５

ももたろう ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 特１０１ ・・・・・・・・ ２１

もりのおふろ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 特７６ ・・・・・・・・ １６

もりのかくれんぼう ・・・・・・・・・・・・・・・・ 特３８ ・・・・・・・・ ８

や ゆうたとさんぽする ・・・・・・・・・・・・・・・・ 特５９ ・・・・・・・・ １２

ゆうたはともだち ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 特５８ ・・・・・・・・ １２

よかったねネッドくん ・・・・・・・・・・・・・・・ 特５７ ・・・・・・・・ １２

ら ロビンがみつけたすてきなともだち ・・・・ 特４２ ・・・・・・・・ ９

わ わゴムはどのくらいのびるのかしら？ ・・・ 特３９ ・・・・・・・・ ８

わたし ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ＰＣ６ ・・・・・・・・ ２５

わにわにのおふろ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 特７９ ・・・・・・・・ １６
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