
H27.5現在

☆リストの見方

出版社名 出版年 ISBN

ページ数 大きさ 対象

所蔵館 請求記号

資料番号

☆大型紙芝居の貸出について

・大型紙芝居の貸出期間は、団体貸出の場合でも、個人貸出と同じ2週間です。

・次の予約がない場合は、返却期限内の申し出に限り、さらに2週間延長することができます。

・大型紙芝居用の舞台（枠）を早稲田図書館と北部図書館で貸し出ししています。

・大型紙芝居用の舞台（枠）貸し出しの際には借用届を提出していただきます。

※資料データは一部を除き（株）図書館流通センター（TRC）社作成のMARCに基づいています。

三郷市図書館所蔵 大型紙芝居リスト

書名
内容

著者名
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童心社 2003.5 4-494-07694-5

12場面 43×62cm 幼児・小学低学年

北部 ｵｵ C ﾀ

081434441

童心社 2005.6 4-494-07868-9

12場面 43×62cm 幼児 

北部 ｵｵ C ﾅ

081434482

童心社 2008.6 978-4-494-07916-2

12場面 43×62cm 978-4-494-07142-5

市立 ｵｵ C ｸ 幼児

012080008

童心社 2005.6 4-494-07866-2

16場面 43×62cm 幼児

市立 ｵｵ C ﾌ

012103255

童心社 2007.5 978-4-494-07889-9

12場面 43×62cm 978-4-494-07138-8

北部 ｵｵ C ﾊﾞ 幼児・小学低学年

081434466

童心社 2002.9 4-494-07670-8

8場面 43×62cm 幼児・小学低学年

北部 ｵｵ C ﾏ

081434433

あわてないあわてない
（大型紙しばい防災シリーズ　地震）

ちっちゃなちっちゃなぶたがいるよ。
おおきくなりたいんだって。みんなで
声を合わせて「おおきくおおきくおお
きくなあれ」と言ってみよう。すると、
どうなるかな? 参加する楽しさがいっ
ぱいの紙芝居。

おおきくおおきくおおきくなあれ
（大きく広がる大型紙しばい　第1集）

まついのりこ脚本・絵

グラグラーッ､ゴーッ…｡地震にあっ
た浜口儀兵衛が海岸から沖へ目を
うつすと､海の水が沖へ沖へとひい
ていく｡「津波がくる…!」 実話を元に
した感動の物語｡防災について学ぶ
大型紙しばいシリーズ｡

川崎大治脚本 降矢洋子絵

字もかけるし､数もかぞえられるの
に､さぶちゃんはどうしてだか､洋服
がひとりで着られません｡大いばりで
みんなママに着せてもらいます｡そ
のえらそうな様子を見て､ポッカリ島
の大臣たちがさぶちゃんを王様にし
ようと…｡

おうさまさぶちゃん
（大きく広がる大型紙しばい　第4集）

馬場のぼる脚本・絵

お昼寝の時間､ゴゴゴゴーッ､誰のい
びき?と思ったら､本当の地震! みん
なが大騒ぎしている時にメエコ先生
が「大丈夫よ! あわてないあわてな
い」と言ってくれて…｡防災について
学ぶ大型紙しばいシリーズ｡

仲川道子脚本・絵

いちどとまってみぎひだり（大型紙しばい・
安全教育シリーズ・ちょっとまって､あぶないよ） かなちゃんはおとうさんと散歩に出

かけて､いろんな交通標識を見つけ
ました｡その意味を教えてもらったか
なちゃんは､道路を安全に歩くため
のいろんな約束を覚えていくのでし
た…｡

今関信子脚本　国井節絵

王様に貸したお金を返してもらい
に、アヒルは旅立ちました。途中で
キツネとハチと川に出会い、おなか
の中に入れて、つれていきました。

堀尾青史脚本　田島征三絵

あひるのおうさま－フランス民話から－
（大きく広がる大型紙しばい　第2集）

いなむらの火
（大型紙しばい防災シリーズ　津波）
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童心社 2006.6 4-494-07876-X

12場面 43×62cm 4-494-07132-3

北部 ｵｵ C ﾌ 幼児・小学低学年

081434458

童心社 2002.9 4-494-07671-6

12場面 43×62cm 幼児・小学低学年

市立 ｵｵ C ﾀ

012107116

童心社 2003.5 4-494-07693-7

12場面 43×62cm 幼児・小学低学年

早稲田 ｵｵ C ﾀ

032283707

童心社 2011.12 978-4-494-07991-9

12場面 43×62cm 978-4-494-07192-0

北部 ｵｵ C ﾏ 幼児・小学低学年

081434474

童心社 2007.5 978-4-494-07887-5

12場面 43×62cm 978-4-494-07138-8

市立 ｵｵ C ﾜ 幼児・小学低学年

012107876

童心社 2003.5 4-494-07695-3

16場面 43×62cm 幼児・小学低学年

市立 ｵｵ C ﾎ

012059366

おかあさんも4匹のきょうだいも､み
んな真っ黒なのに､1匹だけなぜか
真っ白なこねこのしろちゃん｡しろ
ちゃんは､みんなと同じように黒くな
りたくて､どろんこに転がったりしま
す｡でも､ある日…｡

堀尾青史脚本 和歌山静子絵

むかし、じいさまが山へいって、すず
めをつれかえった。あんまりかわい
がるもんで、ばあさまが…。当代一
流の画家による物語の視覚化。

せっちゃんのくれよんの箱からとび
だした、赤と黄色のくれよんは、あれ
あれ、たいへんです。けんかをはじ
めてしまいました。

八木田宜子脚本　田畑精一絵

魔物のマンガラン・グリーン・ベクー
は、おとうさんに化けて子どもをさら
いました。本物と区別がつかないの
で、裁判になりました。

与田凖一脚本　田畑精一画

おだんごころころ
（大きく広がる大型紙しばい　第3集） おじいさんのおだんごが転がって､

お地蔵さまのところへ落ちました｡お
だんごをあげると､お地蔵さまは頭
の上にのぼれと言います｡そこへ鬼
たちがやってきて､酒もりの大さわ
ぎ｡おじいさんがニワトリの鳴きまね
をすると…｡

おとうさん－スマトラの民話より－
（大きく広がる大型紙しばい　第1集）

ごきげんのわるいコックさん
（大きく広がる大型紙しばい　第5集） ごきげんのわるいコックさんがいる

ね｡「ごきげんなおしてよ」といいなが
ら画面をぬくと､あれあれ､顔がぐー
んと横に伸びて､もっとごきげんが悪
くなってしまったよ｡みんなで「コック
さん､こっち向いて」と声をかけよう!

まついのりこ脚本・絵

坪田譲治脚本　二俣英五郎絵

くれよんさんのけんか
（大きく広がる大型紙しばい　第2集）

こねこのしろちゃん
（大きく広がる大型紙しばい　第4集）

したきりすずめ
（大きく広がる大型紙しばい　第2集）

松谷みよ子脚本　堀内誠一絵
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童心社 2005.6 4-494-07867-0

12場面 43×62cm 幼児

早稲田 ｵｵ C ｸ

032283384

童心社 2002.9 4-494-07672-4

16場面 43×62cm 幼児・小学低学年

早稲田 ｵｵ C ﾌ

032283699

童心社 2007.5 978-4-494-07888-2

12場面 43×62cm 978-4-494-07138-8

早稲田 ｵｵ C ｻ 幼児・小学低学年

032283657

童心社 2008.6 978-4-494-07918-6

12場面 43×62cm 978-4-494-07142-5

北部 ｵｵ C ﾀ 幼児

081434490

童心社 2006.6 4-494-07875-1

8場面 43×62cm 4-494-07132-3

早稲田 ｵｵ C ﾏ 幼児・小学低学年

032283731

童心社 2011.12 978-4-494-07990-2

8場面 43×62cm 978-4-494-07192-0

市立 ｵｵ C ﾄ 幼児・小学低学年

012037008

もみもみおいしゃさん
（大きく広がる大型紙しばい　第5集）

大きな白い丸がひとつ｡みんなで一
緒に「ぽん!」と手をたたくと､中からこ
びとがとびだします｡次は､白い四角
からロボットが…｡みんなで心をあわ
せて手をたたくと､楽しいお友だちが
とびだしてきます!

「もみもみおいしゃさん」は､くまのお
いしゃさん｡やわらかな大きな手でも
みもみしてもらうと､痛いところ､悪い
ところが､みーんな治ってしまいま
す｡ある時            ､へびくんが､おな
かが痛いとやってきて…｡

とよたかずひこ脚本・絵

たべられたやまんば
（大きく広がる大型紙しばい　第1集）

まついのりこ脚本・絵

なまけ者のたすけの家にやってきた
「なんにもせんにん」は､たすけがな
まけていると､どんどん大きくなって
いきます｡あんまり大きくなりすぎて､
たすけは家に入ることもできなくなっ
てしまいました｡そこで…｡

巌谷小波原作　川崎大治脚本　さとうわきこ絵

ねずみのミーちゃんと友だちのヌー
ちゃんは､ヌーちゃんのおかあさんと
一緒に電車に乗っておでかけです｡
でも､乗車マナーを守りません｡あわ
てて電車から降りようとして､ホーム
と電車のすき間から線路に落ちてし
まいます…｡

上地ちづ子脚本 多田ヒロシ絵

なんにもせんにん
（大きく広がる大型紙しばい　第4集）

ねずみのミーちゃんききいっぱつ（大型紙しばい・
安全教育シリーズ・ちょっとまって､あぶないよ）

みんなでぽん!
（大きく広がる大型紙しばい　第3集）

台風が近づいてきたので､早めに避
難することにしたなおやの家族たち｡
最初はわくわくしていたなおやです
が､外は激しい雨と風｡妹の帽子が
風に飛ばされ､土砂崩れがあって危
機一髪! 防災について学ぶ大型紙し
ばいシリーズ｡

山寺の小僧さんがしんせきのおば
あさんのところへ遊びに行くと、おば
あさんはじつはやまんばで…。民話
紙芝居のベスト作品の大型判紙芝
居。

松谷みよ子脚本　二俣英五郎絵

千世繭子脚本　久住卓也絵

台風がきたぞ
（大型紙しばい防災シリーズ　台風）
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童心社 2011.12 978-4-494-07992-6

16場面 43×62cm 978-4-494-07192-0

早稲田 ｵｵ C ﾌ 幼児・小学低学年

032283723

童心社 2008.6 978-4-494-07917-9

12場面 43×62cm 978-4-494-07142-5

早稲田 ｵｵ C ｼ 幼児

032283715

いぬのワンタさんは､どうぶつデパー
トの安全係｡お客様の安全をまもる
のが仕事です｡エスカレーターやエ
レベーター､自動回転ドア等による
事故を防ぐため､今日も一日大忙し｡

やすいすえこ脚本　篠崎三朗絵

竜のおさんばさん
（大きく広がる大型紙しばい　第5集）

ワンタさんは､おおいそがし（大型紙しばい・
安全教育シリーズ・ちょっとまって､あぶないよ）

海辺の洞くつに住みついた竜に､ま
もなく子どもが産まれるという｡そこ
で､村長の娘おきぬは､けんめいに
竜のお産を手伝う｡おきぬのおかげ
で､無事に出産を終えた竜は…｡

田村つねこ脚本　降矢洋子絵
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