
令和2年5月24日改訂

No 資料番号 紙しばいの題名 テーマ 所蔵館

1 3110288077 どろんこおばけ 赤ちゃん・幼児 かもがわ

2 3110288085 はーい！ 赤ちゃん・幼児 かもがわ

3 3110396854 ぱん ぽこぽん 赤ちゃん・幼児 かもがわ

4 3110217860 あれあれなーに？ 赤ちゃん・幼児 ロマン

5 3110217852 くれよんさんのけんか 赤ちゃん・幼児 ロマン

6 3110000613 こうちゃんのじどうしゃ 赤ちゃん・幼児 ロマン

7 3110020074 ごろん 赤ちゃん・幼児 ロマン

8 3110287947 まるいものな～んだ 赤ちゃん・幼児 ロマン

9 3110142472 こてんぐちゃん 赤ちゃん・幼児 ロマン

10 3110553330 とまって！キットンくん　飛び出し・交通安全 安全教育(交通安全) ロマン

11 3110548736 たいふうがやってきた！　台風 安全教育(災害) かもがわ

12 3110312695 いなむらの火（防災・じしん、つなみ、たいふう） 安全教育(防災) かもがわ

13 3110243171 もりのしょうぼうだん 安全教育(防災) かもがわ

14 3110142266 おれさまは、カジノモト！(火災・家の中での注意） 安全教育(防災) かもがわ

15 3110142241 じしんがきたら・・・（地震・家の外での注意） 安全教育(防災) かもがわ

16 3110142233 かめくんだいじょうぶ？（地震・家の中での注意） 安全教育(防災) ロマン

17 3110142274 けむりがでているよっ（火災・家の外での注意） 安全教育(防災) ロマン

18 3110142258 だいちゃんのおかしなひなんくんれん（火災・避難訓練） 安全教育(防災) ロマン

19 3110142225 ベルがならない（地震・避難訓練） 安全教育(防災) ロマン

20 3110553298 まいごうさぎのポッキー　迷子 安全教育(防犯) かもがわ

21 3110553322 うさぎおばけのパトロール　危険な場所 安全教育(防犯) かもがわ

22 3110553314 しらないひとにきをつけて　誘拐・連れさり 安全教育(防犯) かもがわ

23 3110553348 あかリボンちゃんきをつけて　留守番 安全教育(防犯) ロマン

24 3110553306 いかのおすし　誘拐 安全教育(防犯) ロマン

25 3110142605 カマキリのぼうけん 生き物 かもがわ

26 3110142563 だんごむしのころちゃん 生き物 かもがわ

27 3110142597 トンボのトンちゃんかくれんぼ 生き物 かもがわ

28 3110142589 ひみつのザリガニ 生き物 かもがわ

29 3110142571 ぼくはかぶとむし 生き物 かもがわ

30 3110557570 とかげのぺろちゃん 生き物 かもがわ

31 3110498015 カワセミのあおとあか 生き物 かもがわ

紙しばいリスト



No 資料番号 紙しばいの題名 テーマ 所蔵館

32 3110142407 あおむしだれのこ 生き物 ロマン

33 3110142373 あさがおアパート 生き物 ロマン

34 3110142381 ありのぼうけん 生き物 ロマン

35 3110142357 おたまじゃくしの101ちゃん 生き物 ロマン

36 3110142423 おたまたまごろう 生き物 ロマン

37 3110142365 かめさんのふゆごもり 生き物 ロマン

38 3110142415 ザリガニのあか 生き物 ロマン

39 3110142399 せみがおとなになるとき 生き物 ロマン

40 3110354333 トンボさんのぐるぐるレポート 生き物(写真） かもがわ

41 3110354341 きょうもげんきにおしごとだ！ 生き物(写真） かもがわ

42 3110354309 つよいぞ！カブトムシジョニー 生き物(写真） かもがわ

43 3110354275 とべとべブーン！ 生き物(写真） かもがわ

44 3110354291 かおかおだあれ？ 生き物(写真） ロマン

45 3110354283 ぼくはクワガタ。 生き物(写真） ロマン

46 3110354325 ぼくらバッタのなかまたち 生き物(写真） ロマン

47 3110354317 くさむらのおうさまカマキリ 生き物(写真） ロマン

48 3110287418 ともだちだーれ？ WHO'S THEIR FRIEND? 英語 かもがわ

49 3110287434 やさしいおともだち THE KIND FRIENDS 英語 かもがわ

50 3110287426 りんごくんのおうちはどこ？ WHERE IS APPLE'S HOME? 英語 かもがわ

51 3110287384 おおきくおおきくおおきくなあれ　GROW GROW GROW BIGGER 英語 ロマン

52 3110287392 ひよこちゃん　BABY CHICK 英語 ロマン

53 3110287400 みんなでぽん　EVERYBODY CLAP! 英語 ロマン

54 3110281478 おばけのゆきがっせん おばけ・妖怪 かもがわ

55 3110547670 ひっぱりぬまのかっぱ おばけ・妖怪 かもがわ

56 3110281429 ろくろくびのおかあさん おばけ・妖怪 ロマン

57 3110287350 あなのはなし おはなし かもがわ

58 3110360108 ニセモノばんざい おはなし かもがわ

59 3110450065 モモちゃんちにきたぞうさん　モモちゃんのおはなし おはなし かもがわ

60 3110243809 Posties　キミックとどんぐりのぼうけん おはなし ロマン

61 3110347592 クモヨばあさんのすばらしいす おはなし ロマン

62 3110557224 ちがうでしょ おはなし ロマン

63 3110542010 これなあに おはなし ロマン

64 3110425562 おうさまのひげ おはなし ロマン



No 資料番号 紙しばいの題名 テーマ 所蔵館

65 3110449091 あかちゃんとおるすばん　モモちゃんのおはなし おはなし ロマン

66 3110568775 ももたといぬっち 買い物・消費 かもがわ

67 3110568783 ももたのおかいもの 買い物・消費 ロマン

68 3110142514 うんちくん からだ かもがわ

69 3110142522 おっぱいはごちそう からだ かもがわ

70 3110142555 はぶらしちゃんと！ からだ かもがわ

71 3110142548 だいじなかみのけ からだ かもがわ

72 3110142530 ちちちマン からだ かもがわ

73 3110142498 なぞなぞめめめ からだ かもがわ

74 3110142506 ほねほね・・・ほ！ からだ かもがわ

75 3110382268 6がつ6ちゃんはっはっは からだ かもがわ

76 3110557240 かたつむり 狂言 かもがわ

77 3110557257 ぶす 狂言 ロマン

78 3110142209 なぜ、お月さまにおそなえするの 行事(お月見) ロマン

79 3110142217 なぜ、クリスマスツリーをかざるの？ 行事(クリスマス) ロマン

80 3110318544 みつごのこぶたのクリスマス 行事(クリスマス) ロマン

81 3110577214 クリスマスのおおきなくつした 行事(クリスマス) ロマン

82 3110142183 なぜ、おふろにしょうぶをいれるの 行事(こどもの日) ロマン

83 3110142159 なぜ、かがみもちをかざるの 行事(正月) ロマン

84 3110354697 まめまきまかせて！ 行事(節分) かもがわ

85 3110547654 おにとふくのかみ 行事(節分) かもがわ

86 3110425596 おにたとおふく　鬼のお話 行事(節分) かもがわ

87 3110142167 なぜ、せつぶんに豆をまくの 行事(節分) ロマン

88 3110354705 ななちゃんのたなばた 行事(七夕) かもがわ

89 3110142191 なぜ、七夕にささかざりをするの 行事(七夕) ロマン

90 3110318569 ポンコちゃんのおひなさま 行事(ひなまつり) かもがわ

91 3110142175 なぜ、おひなさまをかざるの 行事(ひなまつり) ロマン

92 3110468828 ときをこえた友情 郷土 ロマン、かもがわ

93 3110425554 やんちゃきょうりゅうティラノン　恐竜のくらし 恐竜 かもがわ

94 3110000597 きょうりゅうぼうやのおともだち 恐竜 ロマン

95 3110359860 やさしいよくりゅうプテラ 恐竜 ロマン

96 3110243163 ぴょん子ちゃんとごんたくん 健康(たばこ) ロマン、かもがわ

97 3110243817 てのきたないこ、だ～れだ？　ばいきんさまとよしおくん 健康(手洗い) ロマン



No 資料番号 紙しばいの題名 テーマ 所蔵館

98 3110552787 あついひのともだち 健康(熱中症) かもがわ

99 3110495227 にこにこピカピカ ハ・ブラッシー 健康(はみがき) ロマン

100 3110412065 峠の老い桜　戦争の時代 高齢者向け かもがわ

101 3110412511 愛染かつら　昭和ロマンス 高齢者向け かもがわ

102 3110537598 こんやのおかず　笑い話 高齢者向け かもがわ

103 3110406984 みいちゃんのかぞえうたあそびうた 高齢者向け ロマン

104 3110406950 金色夜叉　大衆演劇 高齢者向け ロマン

105 3110557216 なまたまご　昭和の暮らし 高齢者向け ロマン

106 3110288093 ごきげんのわるいコックさん こども参加 かもがわ

107 3110217837 おおきくおおきくおおきくなあれ こども参加 かもがわ

108 3110217845 みんなでぽん こども参加 かもがわ

109 3110384421 にらめっこしましょあっぷっぷ！ こども参加 かもがわ

110 3110488545 くらべっこくらべっこ こども参加 かもがわ

111 3110348871 よいしょよいしょ こども参加 ロマン

112 3110547753 おすわりやすいすどっせ！ こども参加(あそびうた) ロマン

113 3110433798 おぼうさんとろくろくび　ろくろ首 こども参加(さかさ絵) ロマン、かもがわ

114 3110392846 えのなかのゆうれい　火の玉おばけ こども参加(さかさ絵) ロマン、かもがわ

115 3110387903 ふたごのまるまるちゃん こども参加(さっかく絵) かもがわ

116 3110015504 もりのまほう こども参加(だまし絵) ロマン

117 3110015538 だましりとり こども参加(だまし絵) ロマン

118 3110457284 いもむしころころ こども参加(わらべうた) ロマン

119 3110142621 どんぐりのあかちゃん 自然 かもがわ

120 3110142753 けいろうのひ（敬老の日） 祝日の由来 かもがわ

121 3110142746 たいいくのひだいすき！（体育の日） 祝日の由来 かもがわ

122 3110142738 とんとこもりのやくそく（文化の日） 祝日の由来 かもがわ

123 3110142720 はたらいているみなさんありがとう！（勤労感謝の日） 祝日の由来 かもがわ

124 3110142761 はんぶんこのひ（秋分の日/春分の日） 祝日の由来 かもがわ

125 3110142712 ゆいちゃんとせいじんのひ（成人の日） 祝日の由来 かもがわ

126 3110217779 おいしいランドのたんけんたい（味覚） 食育 かもがわ

127 3110143223 おふくちゃんのおいしいごはん（クッキング） 食育 かもがわ

128 3110217753 おやおやもったいない！（もったいない・食べ物の育ちを知る） 食育 かもがわ

129 3110143215 きこえたね！いただきます（感謝・マナー） 食育 かもがわ

130 3110217761 はなたろうとあかべえ（好き嫌い・食選力） 食育 かもがわ



No 資料番号 紙しばいの題名 テーマ 所蔵館

131 3110425539 おにぎりたべよう！ 食育 かもがわ

132 3110287354 おいしいとびらをとんとんとん 食育 ロマン

133 3110143041 からだぽっかぽかおうえんだん　ビタミンのちから 食育 ロマン

134 3110143058 がんばれウンチくん　食物繊維のちから 食育 ロマン

135 3110143066 ふらふらふーちゃん おたすけメニュー　鉄のちから 食育 ロマン

136 3110143082 ほねほねげんき？　カルシウムのちから 食育 ロマン

137 3110143033 マロンおうじのぼうけん　たんぱく質のちから 食育 ロマン

138 3110143074 りんごちゃん　くだもののちから 食育 ロマン

139 3110142282 うまうままんま 食育(幼児) ロマン

140 3110142332 きょうのばんごはんなあーに？ 食育(幼児) ロマン

141 3110142340 シャカシャカふりふりあさごはん 食育(幼児) ロマン

142 3110142324 たべたいのなーに？ 食育(幼児) ロマン

143 3110142316 どんなあじ？ 食育(幼児) ロマン

144 3110142290 はいはいあーん 食育(幼児) ロマン

145 3110142308 むきむきおいしい！ 食育(幼児) ロマン

146 3110396847 きょうのくだものなんだろな？ 食育(幼児) ロマン

147 3110364753 きゅうりばあちゃんのコンサート 人権・障がい かもがわ

148 3110364803 けんちゃん・ゆうちゃんのあっぷっぷぅ！ 人権・障がい かもがわ

149 3110364795 ぴょんとこえんのうさぎちゃん 人権・障がい かもがわ

150 3110364787 しろいやさしいぞうのはなし 人権・障がい ロマン

151 3110364761 ホイヤヤのうた 人権・障がい ロマン

152 3110364779 やくにたちたいねこ 人権・障がい ロマン

153 3110143157 オオカミおとこはかわいそう 世界のおばけ ロマン

154 3110143199 ちびっこドラキュラ町へいく 世界のおばけ ロマン

155 3110143165 とうめい人間になったドロボー 世界のおばけ ロマン

156 3110143173 ぬすまれたパンプキンパイ 世界のおばけ ロマン

157 3110143181 まじょさんまたあした 世界のおばけ ロマン

158 3110143207 ミイラをみつけたおひめさま 世界のおばけ ロマン

159 3110287376 ヤギとコオロギ 世界の民話(イタリア) かもがわ

160 3110287368 りゅうぐうのくろねこ 世界の民話(韓国） かもがわ

161 3110015520 トラよりつよいカエルくん 世界の民話（チベット） ロマン

162 3110015512 くろねこのしろいはな 世界の民話（中国） ロマン

163 3110354713 花ぬのむすめ 世界の昔話(中国) かもがわ



No 資料番号 紙しばいの題名 テーマ 所蔵館

164 3110293986 あかずきんちゃん 世界の名作 かもがわ

165 3110293994 三びきのこぶた 世界の名作 かもがわ

166 3110294018 ジャックとまめのき 世界の名作 かもがわ

167 3110294000 しらゆきひめ 世界の名作 かもがわ

168 3110294034 そんごくう だいかつやく 世界の名作 かもがわ

169 3110294026 はだかのおうさま 世界の名作 かもがわ

170 3110287343 堀内誠一のながぐつをはいたねこ 世界の名作 かもがわ

171 3110293937 おおかみと七ひきの子やぎ 世界の名作 ロマン

172 3110293978 おやゆびひめ 世界の名作 ロマン

173 3110293952 ながぐつをはいたねこ 世界の名作 ロマン

174 3110293945 ブレーメンのおんがくたい 世界の名作 ロマン

175 3110293929 ヘンゼルとグレーテル 世界の名作 ロマン

176 3110293960 マッチうりのしょうじょ 世界の名作 ロマン

177 3110142977 アイスくん　おいしいたべものなにでできてるの？ たべもの ロマン

178 3110143017 きんいろのおくりもの　おいしいたべものなにでできてるの？ たべもの ロマン

179 3110142993 じゃがいもコロコロ　おいしいたべものなにでできてるの？ たべもの ロマン

180 3110143009
だんごとだいふく なにからできてるの？　おいしいたべものなに
でできてるの？

たべもの ロマン

181 3110143025
とうふこぞうとなっとうむすめ　おいしいたべものなにでできてる
の？

たべもの ロマン

182 3110142985 へんしんおでん　おいしいたべものなにでできてるの？ たべもの ロマン

183 3110382136 あめふってきた ゆきふってきた 天気 ロマン

184 3110142613 げんきなこうさぎピピン 動物 かもがわ

185 3110557232 いちばんはだれのしっぽ？ 動物 かもがわ

186 3110020082 こねこのしろちゃん 動物 ロマン

187 3110498023 みんなのぽけっと 動物 ロマン

188 3110425547 とっしんとっしんとっしんだ！ 動物 ロマン

189 3110142894 いもうとがうまれたよ！　パンダのあかちゃん 動物(写真) かもがわ

190 3110142910 きっとつよくなるよ！　ライオンのあかちゃん 動物(写真) かもがわ

191 3110142928 なかよしこいぬきょうだい！　イヌのあかちゃん 動物(写真) かもがわ

192 3110142902 パオのおでかけ　ゾウのあかちゃん 動物(写真) かもがわ

193 3110142951 ぶたのおかあさん　ブタのあかちゃん 動物(写真) かもがわ

194 3110142936 まいごのうさぎぼうや　ウサギのあかちゃん 動物(写真) かもがわ

195 3110142944 みんなでだいぼうけん 動物(写真) かもがわ



No 資料番号 紙しばいの題名 テーマ 所蔵館

196 3110142969 よちよちあかちゃん　ペンギンのあかちゃん 動物(写真) かもがわ

197 3110142845 およめさんにばけたきつね 日本の昔話 かもがわ

198 3110142886 くいしんぼうのおしょうさん 日本の昔話 かもがわ

199 3110142837 ゲンさんのてんのぼり 日本の昔話 かもがわ

200 3110142878 ぴょんぴょんぼたもち 日本の昔話 かもがわ

201 3110142639 ふしぎなしゃもじ 日本の昔話 かもがわ

202 3110142852 へっこきよめ 日本の昔話 かもがわ

203 3110142860 まほうのこなぐすり 日本の昔話 かもがわ

204 3110384413 ねずみきょう 日本の昔話 かもがわ

205 3110387911 ごん助じいさまとえんま大王 日本の昔話 かもがわ

206 3110142647 あかんぼばあさん 日本の昔話 かもがわ

207 3110364589 おむすびころりん 日本の昔話 かもがわ

208 3110142696 とのさまからもらったごほうび 日本の昔話 かもがわ

209 3110142662 とりのみじっちゃ 日本の昔話 かもがわ

210 3110142688 なぞなぞむこどん 日本の昔話 かもがわ

211 3110142654 ねずみちょうじゃ 日本の昔話 かもがわ

212 3110364597 ねずみのよめいり 日本の昔話 かもがわ

213 3110364571 ぶんぶく茶がま 日本の昔話 かもがわ

214 3110354721 じごくけんぶつ 日本の昔話 かもがわ

215 3110577230 ひそひそねずみとおばあさん 日本の昔話 かもがわ

216 3110425570 さんごのくにのおきゃくさま　イルカの恩返し 日本の昔話 かもがわ

217 3110143090 うまかたどんとたぬきのポンタ 日本の昔話 ロマン

218 3110312703 かっぱのすもう 日本の昔話 ロマン

219 3110143116 けちくらべ 日本の昔話 ロマン

220 3110143108 どくのはいったかめ 日本の昔話 ロマン

221 3110143140 ないて百にん力 日本の昔話 ロマン

222 3110142456 ふるやのもり 日本の昔話 ロマン

223 3110143124 ぼたもちをくったはとけさま 日本の昔話 ロマン

224 3110143132 むかでのおつかい 日本の昔話 ロマン

225 3110387929 へんてこばけざむらい 日本の昔話 ロマン

226 3110046616 あんもちみっつ 日本の昔話 ロマン

227 3110046590 おけやのてんのぼり 日本の昔話 ロマン

228 3110301458 おだんごころころ 日本の昔話 ロマン



No 資料番号 紙しばいの題名 テーマ 所蔵館

229 3110142449 かにむかし 日本の昔話 ロマン

230 3110142431 ももたろう 日本の昔話 ロマン

231 3110142464 ゆめみこぞう 日本の昔話 ロマン

232 3110384496 いもころがし 日本の昔話 ロマン

233 3110547662 きつねのつかい 日本の昔話 ロマン

234 3110537333 やまんばのにしき 日本の昔話 ロマン

235 3110457250 天人のよめさま 日本の昔話 ロマン

236 3110046608 おまんじゅうのすきなとのさま 日本の昔話 ロマン、かもがわ

237 3110425588 ぼうさまがくれたにわとり 日本の昔話 ロマン、かもがわ

238 3110311143 手ぶくろを買いに 日本の名作 かもがわ

239 3110354267 はしの上のおおかみ 日本の名作 かもがわ

240 3110142480 おはようあそび 人間関係(あいさつ) ロマン、かもがわ

241 3110142704 はじめまして 人間関係(友達) ロマン、かもがわ

242 3110142811 あわてものしょうぼうしゃウーカン のりもの かもがわ

243 3110142829 それゆけパトカー のりもの かもがわ

244 3110142795 はじめてひこうきにのったよ のりもの かもがわ

245 3110142803 ぷんぷんダンプとぴかぴかショベル のりもの かもがわ

246 3110142779 ゆうらんせんしまへいく のりもの かもがわ

247 3110142787 わくわくどきどきしんかんせん のりもの かもがわ

248 3110387945 ピンクのジェームス　きかんしゃトーマス のりもの かもがわ

249 3110537341 よるのせいそうしゃスイーパーくん のりもの かもがわ

250 3110457243 ここほれガッチャ のりもの かもがわ

251 3110447772 トーマスとしゃしん　きかんしゃトーマス のりもの かもがわ

252 3110387937 とくべつなプレゼント　きかんしゃトーマス のりもの ロマン

253 3110447780 とくしゅしょうぼうしゃフリン　きかんしゃトーマス のりもの ロマン

254 3110360231 めがねやとどろぼう 落語 かもがわ

255 3110000605 さらやしきのおきく 落語 ロマン

256 3110360223 さぎとり 落語 ロマン


