
書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 備考

1 輝く投票 : 選舉肅正中央聯盟指導 [小谷野半二畫] 日本敎育紙芝居協會 1939.9 779.8||Ko 97

2 椰子の仲裁
田中賢司原作/淸水崑畫/日本敎
育紙芝居協會脚色製作

日本敎育紙芝居協會 1941.3 779.8||Sh 49

3 ロンドン大爆擊 : 寫眞紙芝居 日本敎育紙芝居協會 1941.3 779.8||R 66

4 仲よし五人組 (翼賛紙芝居. 銃後少年篇)
大政翼賛會宣傳部/大日本

畫劇 (發賣)
1941.3 779.8||N 45

5 傳書鳩少年團 (翼賛紙芝居. 銃後少年篇)
大政翼賛會宣傳部/大日本

畫劇 (發賣)
1941.4 779.8||D 59

6 ワン公と隣組 : 常會紙芝居 : 懸賞入選作
森田忠一原作/小貫武雄脚色/隅
本白柳作畫

東京市役所 1941.6 779.8||Su 62

7 滅私奉公 : 娯楽用 : 大政翼賛会宣伝部推薦
日本敎育紙芝居協會脚本製作/

西正世志繪畫
日本敎育画劇 1941.6 779.8||N 81

8
太郎の日記 : 大藏省國民貯蓄奬勵局後援 (貯金
奬勵畫劇:その一)

小原弘也作/白倉靖司畫 [大日本畫劇] 1941.6 779.8||Sh 83 6,14欠。現物は18枚。

9 頑張り源さん : 農林省選定 福島千秋原作/飯沼喜一作畫
農山漁村文化協會/大日本

畫劇 (發賣)
1941.8 779.8||I 27

10 チビ公物語 川崎大治脚本/宇田川種治繪画 日本敎育画劇 1941.8 779.8||U 26

11 乙女橋 : 逓信省管理局指導
西正世志繪畫/日本敎育紙芝居
協會脚本製作

日本敎育畫劇 1941.8 779.8||N 81

12 小さい傅令使 (小学國語讀本:巻八)
小谷野半二繪畫/日本敎育紙芝
居協會脚本製作

日本敎育畫劇 1941.8 779.8||Ko 97

浦上喜平収集紙芝居(浦上史料)リスト

https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338498
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338498
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338498
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338497
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338499
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338945
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338945
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338945
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338945
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338945
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338945
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338500
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338500
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338500
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338500
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338500
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338500
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338501
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338502
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338544
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338544
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338548
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338553
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338792
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338010
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13
七つの石 : 第四回紙芝居コンクール一等入賞作
品 : 軍事保護院恩賜財團軍人援護会推薦

小原弘也原作/小宮小次郎作畫 大日本畫劇 1941.9 779.8||Ko 65

14 子馬とはがき [出版者不明] [19--] 779.8||H 26 12(奥付面)欠。現物は11枚。

15 金物總動員 : 寫眞紙芝居 日本敎育畫劇 1941.9 779.8||Ka 45

16 お米と兵隊 : 産業組合中央會提供 靑木純二脚本/羽室邦彦繪画 日本敎育畫劇 1941.9 779.8||H 26 20,21,挿込1枚欠。現物は20枚,挿込なし。

17 フクチャンのヨイコドモ 横山隆一作・畫
日本通運/大日本畫劇 (發

賣)
1941.9 779.8||Y 79

18 銃後貯金だより 高橋健次郎原作繪画 日本敎育畫劇 1941.10 779.8||Ta 33

19 父なきあと : 軍事保護院推薦 大日本畫劇 1941.10 779.8||C 42

20 翼賛少年
日本敎育紙芝居協會編輯部脚色
/淸田勲繪画

大政翼賛会宣傳部/日本敎

育畫劇 (發賣)
1941.10 779.8||Ki 93

21 銃後の力
小谷野半二繪画/日本敎育紙芝
居協會脚本製作

日本敎育畫劇 1941.10 779.8||Ko 97

22 母は漫才師 吉田春脚本/佐藤大朗子繪畫 日本敎育畫劇 1941.10 779.8||Sa 85

23 ゆかいなお婆さん 松井光義脚色/田代寛哉作畫
大政翼賛會宣傳部/大日本

畫劇 (發賣)
1941.11 779.8||Ta 93

24 オトモダチ 平林博脚本/相川壽子繪畫 日本敎育畫劇 1941.11 779.8||A 25

https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338793
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338793
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338794#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338795#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338796#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338797#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338798#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338799
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338800#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338801#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338802#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338803#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338017#
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25 村は一体 相馬泰三脚色/布施長春畫
大政翼賛会/畫劇報國社

(發賣)
1941.11 779.8||F 96

26 もちの的 : 大政翼賛會推薦 金谷完治作/澤令花畫 畫劇報國社 1941.11 779.8||Sa 93

27 鐵のこびと : 戰時物資活用協會選定
町谷義三郎原作/木原滿三郎作
畫

大日本畫劇 1941.11 779.8||Ki 17 13,17欠。現物は18枚。

28 吉祥鹿毛
長谷川伸原作/黒田愛知脚本/佐
東大朗子繪画

日本敎育畫劇 1941.11 779.8||Sa 85

29 ネ坊ノカンチャン 淸田勲繪画脚本 日本敎育畫劇 1941.12 779.8||Ki 93 挿込1枚欠。現物は挿込3枚。

30 作平爺さんと馬 小貫武雄脚色/田代寛哉作畫
大政翼賛會宣傳部/大日本

畫劇 (發賣)
1941.12 779.8||Ta 93

31 臣民の道
小谷野半ニ繪畫/日本敎育紙芝
居協會脚本製作

日本敎育畫劇 1941.12 779.8||Ko 97 13,14が欠。現物は18枚。

32 必勝の誓ひ (大東亞戰特輯:第一號)
小谷野半ニ繪畫/日本敎育紙芝
居協會脚本製作

日本敎育畫劇 1942.1 779.8||Ko 97

33
太郎熊と次郎熊 : 長篇紙芝居 (太郎熊次郎熊:前
篇)

川崎大治脚本/宇田川種治繪畫 日本敎育畫劇 1942.1 779.8||U 26

34 ボクラノチカヒ 岸利子脚本繪畫指導 日本敎育畫劇 1942.1 779.8||Ki 56

35 バナナレッシャ 川崎大治脚本/宇田川種治繪畫 日本敎育畫劇 1942.1 779.8||U 26

36
不思議な見世物小屋 : 長篇紙芝居 (太郎熊次郎
熊:中篇)

川崎大治脚本/宇田川種治繪畫 日本敎育畫劇 1942.1 779.8||U 26

https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338804
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338805#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338806#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338807#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338808#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338809#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338817#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338818
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338819
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338819
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338820
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338505
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338821
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338821
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37 英東洋艦隊全滅す
小谷野半ニ繪畫/日本敎育紙芝
居協會脚本製作

日本教育畫劇 1942.1 779.8||Ko 97

38 リゴール總督 : 山田長政 金谷完治作/布施長春畫 畫劇報國社 1942.1 779.8||F 96

39
われ等の捧ぐるこの感謝 : 大藏省國民貯蓄奬勵
局後援

小貫武雄原作/白井勝平作畫 大日本畫劇 1942.2 779.8||Sh 81

40 お婆さん學校
池田聖原作/小原弘也脚色/弓田
宇佐作畫

東京市役所 1942.2 779.8||Y 97

41 奮へ日本少國民 : 日本少國民文化協会設立記念
西正世志繪畫/日本敎育紙芝居
協會脚本製作

日本敎育畫劇 1942.2 779.8||N 81

42 父待つ夢
長谷川瀏原作/松井光義脚色/飯
沼喜一作畫

大日本畫劇 1942.3 779.8||I 27

43 熊さん學校 (太郎熊次郎熊:後篇) 川崎大治脚本/宇田川種治繪畫 日本敎育畫劇 1942.3 779.8||U 26

44 チョコレートと兵隊
國分一太郎脚本/小谷野半ニ繪
畫

日本敎育畫劇 1942.4 779.8||Ko 97

45 ふくれる男
落語紙芝居研究會編/春風亭柳
條原作/野村無明庵補修/八木
茶々坊画

畫劇報國社 1942.5 779.8||Y 15

46 桃太郎 相馬泰三撰/澤令花畫 畫劇報國社 1942.5 779.8||Sa 93

47 コガニノシャシャウサン 高橋悦子脚本/南義郎繪畫 日本敎育畫劇 1942.5 779.8||Mi 37
挿込2枚欠。現物は5枚。奥付は12枚目にあ

り。

48 軍神の母 鈴木紀子脚本/野々口重繪畫 日本敎育畫劇 1942.6 779.8||N 95
表紙が挿込となっているが挿込部分が欠のため、表

紙にタイトルなし。

https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338822
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338823#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338824#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338824#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338826#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338827#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338828#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338829#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338830#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338831#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338832#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338833#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338834#
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49 君こそ次の荒鷲だ : 海軍航空本部推薦 大空廣志作/金子士郎畫
大日本飛行協會/大日本畫

劇 (發賣)
1942.6 779.8||Ka 53

50 江戸ッ子寅さん 稻庭桂子脚本/浦田重雄繪畫 日本敎育畫劇 1942.6 779.8||U 84

51 浮世床
落語紙芝居研究會編/式亭三馬
原作/野村無名庵補修/かた・こ
うじ畫

畫劇報國社 1942.6 779.8||Ka 81

52 國の力 : 大日本青少年團本部選定 七崎御舟作/谷口健雄画
大日本靑少年團本部/畫劇

報國社 (發賣)
1942.6 779.8||Ta 87 14枚目1/4程度破れ。

53 炭燒く妻
片山たけし原作/西正世志繪畫/

日本敎育紙芝居協會脚本製作
日本敎育畫劇 1942.6 779.8||N 81

54 法典ヶ原の武藏
吉川英治原作/小谷野半二繪畫/

日本敎育紙芝居協會脚色製作
日本敎育畫劇 1942.7 779.8||Ko 97

55 少年工と母
神谷喬太郎脚本/佐東太朗子繪
畫

日本敎育畫劇 1942.8 779.8||Sa 85

56 村の笑顔
西正世志繪畫/日本敎育紙芝居
協會脚本製作

日本敎育畫劇 1942.8 779.8||N 81

57
ともだち : 軍事保護院恩賜財團軍人援護会推薦
: 紙芝居コンクール入選作品

山根緝一郎著 大日本畫劇 1942.9 779.8||To 61

58
美しき手 : 紙芝居コンクール一等入選 : 軍事保
護院・恩賜財團軍人援護会推薦

比護照次作/淸水幸太郎畫 大日本畫劇 1942.9 779.8||Sh 49

59 金太郎サン 角力ノ巻 川崎大治脚本/西正世志繪畫 日本敎育畫劇 1942.10 779.8||N 81

60 明かるい廣い世の中
油野誠一繪畫/日本敎育紙芝居
協會脚色製作

日本敎育畫劇 1942.10 779.8||Y 98

https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338835#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338836#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338837#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338838#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338839#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338842#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338846#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338876#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338940#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338940#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338941#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338941#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338942#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338943#
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61 我が家は樂し 林二九太脚本/西正世志繪畫 日本教育畫劇 1942.11 779.8||N 81

62 新田義貞 平林博脚本/佐東大朗子繪畫 日本教育畫劇 1942.12 779.8||Sa 85

63 とべとべ高く
工藤久一原作/高橋悦子脚本/宇
田川種治繪畫

日本教育畫劇 1942.12 779.8||U 26

64 泣いた赤鬼
濱田廣介原作/松葉八十子脚本/

西原比呂志繪畫
日本教育畫劇 1943.1 779.8||N 82

65 海の母
永見隆二原作/稲庭桂子脚色/小
谷野半二繪畫

日本教育畫劇 1943.1 779.8||Ko 97

66 少國民進軍歌 松山千冬作/大槻さだを畫 大日本畫劇 1943.2 779.8||O 89

67 ブキテマ髙地
菊田一夫原作/鈴木景山脚本/小
谷野半二繪畫

日本教育畫劇 1943.2 779.8||Ko 97

68 空の防人 北島英作脚本/野々口重繪畫 日本教育畫劇 1943.3 779.8||N 95

69 撃ちてし止まむ
日本教育紙芝居協會脚本/小谷
野半二繪畫

日本教育畫劇 1943.3 779.8||Ko 97

70 鷲王丸 伊藤寿雄脚本/羽室邦彦絵画 日本教育畫劇 1943.3 779.8||H 26

71 ジヤガタラお春 : 南洋戰場夜話
松本文惠, 今井よね共編/京極佳
夕絵

紙芝居刊行會 1943.5 779.8||Ky 3

72 軍神岩佐中佐
村田康男, 鈴木景山脚本/小谷野
半二繪畫

日本教育畫劇 1943.6 779.8||Ko 97

https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338786#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338528#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338529#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338530#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338531#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338534#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338011#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338535#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338536#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338537#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338538#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338787#


書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 備考

73 闘ふ母 鈴木紀子作/野々口重畫 日本教育畫劇 1943.7 779.8||N 95

74 鼠の嫁入り 川村あい子作/佐野浩畫 日本教育畫劇 1943.8 779.8||Sa 66

75 眞鯉緋鯉 山田久壽郎脚本/羽室邦彦絵画 日本教育画劇 1943.9 779.8||H 26

76 日本のつばめ 小松葉洲邦脚本/古藤幸年畫 日本教育畫劇 1943.9 779.8||Ko 94

77 中澤挺進隊 : ガダルカナル島血戦記 北島英作脚本/泉比呂正絵画 日本教育畫劇 1943.10 779.8||I 99

78 踏切番と子供達 長尾盛之助作/平澤太郎画 紙芝居刊行會 1943.10 779.8||H 67

79 空の軍神 : 加藤少将 鈴木景山脚本/小谷野半二繪畫 日本教育畫劇 1943.11 779.8||Ko 97

80 ニッ目小僧
宇井忠原作/松葉町子脚本/西正
世志絵画

日本教育畫劇 1943.11 779.8||N 81

81 玉碎軍神部隊 北島英作脚本/西正世志繪畫 日本教育畫劇 1943.11 779.8||N 81

82 進水式 納富康之脚本/小谷野半二繪畫 日本教育畫劇 1943.12 779.8||Ko 97

83 爪文字 松永健哉脚本/野々口重繪畫 日本教育畫劇 1943.12 779.8||N 95

84 山本五十六元帥
鈴木景山[脚本]/小谷野半二[繪
畫]

日本教育畫劇 1943.12 779.8||Ko 97

https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338540#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338545#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338546#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338547#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338549#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338550#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338551#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338552#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338554#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338555#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338556#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338539#


書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 備考

85 阿新丸 鈴木景山脚本/西正世志畫 日本教育畫劇 1943.12 779.8||N 81

86 クロチヤンノオホマチガヒ 川崎大治脚本/西原比呂志繪畫 日本教育画劇 1943.12 779.8||N 82

87 芋の宇平
大島萬世原作/鈴木景山脚本/

野々口重畫
日本教育畫劇 1944.1 779.8||N 95

88 天降る神兵 北島英作脚本/小谷野半ニ繪畫 日本教育畫劇 1944.1 779.8||Ko 97

89 母の翼 上里吉堯作/嶺田弘畫 大日本畫劇 1944.3 779.8||Mi 43

90 續く人々 松永健哉作/小谷野半二畫 日本教育畫劇 1944.3 779.8||Ko 97

91 愛機南へ飛ぶ
柳井隆雄, 武井韶平原作/高田重
七郎脚色/小谷野半二繪畫

日本教育畫劇 1944.4 779.8||Ko 97

92 サルトカニ 鈴木景山脚本/羽室邦彦絵畫 日本教育画劇 1944.4 779.8||H 26

93 どんぐりの出征 武田亜公作/古藤幸年畫 大日本畫劇 1944.4 779.8||Ko 94

94 破邪の剣 鈴木景山作/油野誠一畫 日本教育畫劇 1944.4 779.8||Y 98

95 富士見ゆる丘 永村貞子作/羽室邦彦畫 日本教育畫劇 1944.5 779.8||H 26

96 敵艦見ゆ 伊波南哲作/木俣清史画 大日本畫劇 1944.5 779.8||Ki 31

https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338561#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338565#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338566#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338567#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338568#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338569#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338570#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338572#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338574#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338588#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338590#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338591#


書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 備考

97 コネコチャントトンボ
水谷まさる原作/永村貞子脚色/

羽室邦彦絵畫
日本教育畫劇 1944.6 779.8||H 26

98 海は招く 武田亜公作/金子士郎畫 大日本畫劇 1944.8 779.8||Ka 53

99 雄魂に應へん 岩本薫作/木俣清史畫 大日本畫劇 1944.8 779.8||Ki 31

100 自分は海員 鈴木景山脚本/松井末雄繪畫 日本教育畫劇 1944.9 779.8||Ma 77

101 工夫くらべ 翁亭桂馬作/加太こうじ画 東亞國策畫劇 1944.9 779.8||Ka 81

102 臆病一番槍 加太こうじ脚色/田代寛哉畫 東亞國策畫劇 1944.10 779.8||Ta 93

103 一億楠公 納富康之作/小谷野半二畫 日本教育畫劇 1944.10 779.8||Ko 97

104 神機いたる 納富康之脚本/小谷野半二繪畫 日本教育畫劇 1944.11 779.8||Ko 97

105 いとし子 稲庭桂子作/小谷野半二画 日本教育畫劇 1945.6 779.8||Ko 97

106 大キナ大根 斎田喬脚本/伊藤文乙美術 興亜画劇 1945.9 779.8||I 89

107 菅公 永村貞子脚本/羽室邦彦畫 日本教育畫劇 1945.10 779.8||H 26

108 黒い砂と少年たち 玉井直文脚本/伊藤文乙美術 興亞畫劇 1945.11 779.8||I 89

https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338592#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338594#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338595#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338596#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338598#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338599#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338600#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338601#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338602#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338603#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338604#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338605#


書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 備考

109 良寛さま 黑崎義介作並画 大日本畫劇 1945.11 779.8||Ku 76

110 蕗の下の神様
宇野浩二原作/中村幸雄脚色/伊
藤文乙美術

興亞畫劇分室 1945.11 779.8||I 89

111 ドガン 川崎大治脚本/新井五郎繪畫 日本教育畫劇 1945.12 779.8||A 62

112 赤と青 永村貞子脚本/松井末雄絵画 日本教育畫劇 1945.12 779.8||Ma 77

113 風の又三郎
宮澤賢治原作/玉井直文脚色/伊
藤文乙美術

興亞畫劇分室 1945.12 779.8||I 89

114 土の英雄 玉井直文脚色/渡邉富雄美術 國民畫劇分室 1946.2 779.8||W 46

115 畫僧月僊 納富康之脚本/羽室邦彦絵画 日本教育畫劇 1946.3 779.8||H 26

116 蜘蛛の糸
芥川龍之介原作/鈴木景山構成/

羽室彰人畫
日本教育画劇 1946.4 779.8||H 26

117 幸福物語 小川未明作/山川惣治畫 日本畫劇 1946.7 779.8||Y 27

118 少年野口英世 星野澄雄作/新井五郎画 大日本畫劇 1946.8 779.8||A 62

119 ボクちゃんと卵 サトウハチロー作/山川惣治画 大日本畫劇 1946.11 779.8||Y 27

120 コックリタヌキ
サトウハチロー作/黒崎ヨシス
ケ画

日本畫劇 1947.1 779.8||Ku 76

https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338606#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338607#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338608#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338609#
338610#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338611#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338612#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338613#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338614#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338615#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338616#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338617#


書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 備考

121 狼の裁判 川崎大治脚本/小原二郎絵画 新日本文化協會 1947.6 779.8||O 27

122 農地委員會 堀尾勉作/南義郎画 農山漁村文化協會 1947.8 779.8||Mi 37

123 獅子帰る 青野季吉作/山川惣治画 日本畫劇 1947.11 779.8||Y 27

124 正作 稲庭桂子脚本/永井潔絵 日本民主主義文化連盟 1948.3 779.8||N 14

125 兎と虎とゴムテッポウ 川崎大治作/村上枩画 日本畫劇 1948.3 779.8||Mu 43

126 ダムと道路 : ヘイワ ニツポン ノ ケンセツ 靑木綠園作/安井小彌太画 國民畫劇 1948.3 779.8||Y 64

127 春の動物園 伊賀山昌三脚本/伊藤文乙繪画 國民畫劇 1948.4 779.8||I 89

128 赤い蝋燭と人魚 小川未明作/新井五郎画 日本畫劇 1948.5 779.8||A 62

129 誰か夢なき 土方寧作/渡辺富夫絵 [出版者不明] 1948.6 779.8||W 46

130 誰か夢なき 土方寧作/渡辺富夫絵 [出版者不明] 1948.6 779.8||W 46

131 母よいづこ 森眉根雄作/安里満画 日本敎育画劇社 1948.6 779.8||A 88

132 巖窟王 (世界名作紙芝居全集)
アレクサンドル・デュマ原作/

梁川剛一絵/椿逹彦脚色
新日本文化協會 1948.6 779.8||Y 51

133
鐘の鳴る丘 : 連續ラジオドラマ : 日敎組推薦 第
一篇

菊田一夫原作/伊勢田邦彦繪畫
紙芝居「鐘の鳴る丘」刊

行會
1948.6-12 779.8||I 69

https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338728#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338740#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338749#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338752#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338761#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338766#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338771#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338785#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=339018#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=339018#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338589#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338508#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338509#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338509#


書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 備考

134 民主の村 阪本定雄作/安里満画 日本紙芝居協會 1948.7 779.8||A 88

135 ヴェニスの商人 (世界名作紙芝居全集:第3巻)
シェイクスピア作/椿逹彦文/梁
川剛一絵

新日本文化協會 1948.7 779.8||Y 51

136 お猿村の猿醫者 伊賀山昌三脚本/伊藤文乙絵画 國民画劇 1948.7 779.8||I 89

137 寶島 (世界名作紙芝居全集:第4巻)
スチーブンソン原作/梁川剛一
絵/椿逹彦文

新日本文化恊会 1948.8 779.8||Y 51

138
弥三郎とお地藏さん : 久米正雄作「地藏経由
来」ヨリ

星野澄雄作/山口將吉郎画 日本画劇 1948.9 779.8||Y 24

139 月の兎 青野季吉作/村雲大樸子画 日本画劇 1948.9 779.8||Mu 47

140 樂しい門出 日本敎育画劇社 1948.10 779.8||Ta 89

141 親切な兄妹 武野藤介作/新井五郎画 日本画劇 1948.12 779.8||A 62

142
鐘の鳴る丘 : 連續ラジオドラマ : 日敎組推薦 東
京篇

菊田一夫原作/伊勢田邦彦繪畫
紙芝居「鐘の鳴る丘」刊

行會
1948.6-12 779.8||I 69

143
鐘の鳴る丘 : 連續ラジオドラマ : 日敎組推薦 信
州篇

菊田一夫原作/伊勢田邦彦繪畫
紙芝居「鐘の鳴る丘」刊

行會
1948.6-12 779.8||I 69

144 子熊の誕生日 齋田喬脚本/西原比呂志繪画 國民画劇 1949.1 779.8||N 82

145 女性の歌
印刷紙芝居編集委員会作/油野
誠一画

日本紙芝居協會 1949.4 779.8||Y 98

https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=339022#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=339008#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=339005#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=339007#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=339003#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=339003#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338524#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338996#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338995#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338509#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338509#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338509#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338509#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=339004#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=339001#


書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 備考

146 かにのえんそく (日本幼児教育研究會:第一集) 内山憲尚文/木俣武画 片井商会出版部 1949.4 779.8||Ki 31

147 手をつなぐ子等 前篇
田村一二原作/佐木秋夫脚色/伊
勢田邦彦絵画

池田書店畫劇部 1949.5 779.8||I 69

148 手をつなぐ子等 後篇
田村一二原作/佐木秋夫脚色/伊
勢田邦彦絵画

池田書店畫劇部 1949.5 779.8||I 69

149
ジークフリート : ニーベルンゲンの指環より
(世界名作紙芝居全集)

梁川剛一絵/塚本長藏文 新日本文化恊会 1949.5 779.8||Y 51

150 イエスキリスト=Jesus Christ 上巻 関屋友彦作/小谷野半二画 基督敎紙芝居協會 1949.6 779.8||Ko 97

151 家なき兒 (世界名作紙芝居全集:第8巻)
エクトル・マロー原作/梁川剛
一絵画/椿逹彦脚色

新日本文化恊会 1949.7 779.8||Y 51

152 うさぎの郵便やさん 加東てい象作並画 日本敎育画劇社 1949.9 779.8||Ka 86

153 砂丘のかげに 武石佳久作/安里満画 日本敎育画劇社 1949.9 779.8||A 88

154 がんのなかま
石森延男原作/ほりお・べん脚
色/木川秀雄画

日本教育画劇社 1949.10 779.8||Ki 21

155 エデンのお人形 武野藤介作/堀越泉画 日本画劇 1949.10 779.8||H 89

156 りこうなぞうさん 渡辺浩風原作/辰目三郎絵画 日本敎育画畫劇社 1949.11 779.8||Ta 95

157 ちよちやんのまり 稲庭桂子脚本/西原比呂志絵画 日本画劇 1950.3 779.8||N 82

https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=339016#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=339021#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=339021#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=339010#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=339010#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=339023#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=339009#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338586#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338525#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338593#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=339002#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338997#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338993#


書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 備考

158 五色鹿 梅谷よし雄原作/木川秀雄画 日本敎育画劇社 1950.3 779.8||Ki 21

159
オオカミの大しくじり : グリム・オオカミと七
ひきの子ヤギ

[グリム兄弟原作]/辰目三郎画 [日本教育畫劇社] [1950.3] 779.8||Ta 95
1枚欠損：最終奥付面

寄贈者リストと国会図書館所蔵のものより

推定：日本教育畫劇社 (1950年3月)

160 象のおどり 山川惣治画 日本畫劇 1950.5 779.8||Y 27

161 若草物語 服部龍男繪画 國民画劇 1950.5 779.8||H 44

162 発明王エジソン 佐藤英路作/野々口重画 日本敎育畫劇社 1950.6 779.8||N 95

163 小さい燈明 鈴木景山原作/油野誠一繪画 藤下書房 1950.7 779.8||Y 98

164 こねこみっちーのえんそく 堀尾勉文/加東てい象画 日本敎育画劇社 1950.10 779.8||Ka 86

165
ちこちゃんとおにんぎょう (敎育紙芝居研究会
作品)

髙橋五山作/羽室邦彦画 日本紙芝居幻灯 1950.11 779.8||H 26

166
ライオンとこねずみ (短編紙芝居選集:第1集.

イソップ童話選:1)
山座たいら作/相模原平吉画 東京画劇社 1951.3 779.8||Sa 15

167 白雪姫 : グリム童話
[グリム兄弟原作]/カミシバイ・
アーチスト・クラブ脚本並に製
作/加東てい象構成並ニ絵画

藤下書房 1951.5 779.8||Ka 86

168 かぐや姫 山口將吉郎絵画/中村小坡脚本 日本画劇 1951.6 779.8||Y 24

169 おさるのかごや : 童謡紙芝居
髙橋五山作/野々口重画/教育紙
芝居研究会編集

日本紙芝居幻灯 1951.7 779.8||N 95

https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338526#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338998#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338998#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338994#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=339011#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338618#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=339013#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338581#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338523#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338523#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338517#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338517#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338519#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338520#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338999#


書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 備考

170
小犬のハチ : 栄養（骨）と運動 (健康教育紙芝
居)

村田とーる作・画 教元社 1952.1 779.8||Mu 59 奥付は15枚目(画面16の裏書)にあり

171 たのしいさんかく山
柿原啓吉作/まつやま・ふみお
画

日本画劇 1952.1 779.8||Ma 91

172
おさるのゆうびんやさん (幼児教育紙芝居文
庫:11)

幼児教育紙芝居研究会編/芝田
圭一[画], 東京画劇社作

東京画劇社 1952.2 779.8||Sh 18

173 子ぐまのえんそく 齋田喬文/西原比呂志画 國民画劇 1952.3 779.8||N 82

174 平和のちかい : 「原爆の子」より 再版
敎育紙芝居研究會編集/稲庭桂
子作/佐藤忠良画

日本紙芝居幻灯 1952.7 779.8||Sa 85

175 みんななかよく
はやかわ・もとじ作/いしか
わ・まさや画/敎育紙芝居研究
会編

日本紙芝居幻灯 1952.10 779.8||I 76

176 はだかの王様 (世界名作童話紙芝居全集:4)
アンデルセン原作/大牟田信脚
色/斉田健三画

教育画劇 1952.10 779.8||Sa 23

177 しあわせの王子 (世界名作童話紙芝居全集:6)
オスカー・ワイルド原作/大川
秀夫脚色/佐藤明画

敎育画劇 1952.11 779.8||Sa 85

178 マッチ売りの少女 : アンデルセンの童話より
アンデルセン原作/堀尾勉脚色/

斉藤聖香撮影
グリム館 1952.11 779.8||Ma 71

179 きしゃにのって (こねこみっちーシリーズ) 加東てい象作と画 教育画劇 1952.11 779.8||Ka 86

180
ぽーちゃんの三りんしゃ (幼児教育紙芝居文庫:

第2期 7)

幼児教育紙芝居研究会編/も
り・やすじ画

東京画劇社 1952.11 779.8||Mo 45

181 フランダースの犬 (世界名作童話紙芝居全集:8)
ウィーダ原作/福島のり子文/小
谷野半二え

教育画劇 1952.12 779.8||Ko 97

182 牛若丸 山田巖雄文/中村信文画 藤下書房 1953.1 779.8||N 37 本体と別にラベル(11 x 16cm)の切り抜きあり

https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=339017#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=339017#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338521#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=339015#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=339015#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=339006#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=339000#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338522#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338573#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338575#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338527#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338580#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338515#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338515#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338510#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=339014#


書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 備考

183
かもとりごんべえ (幼児教育紙芝居文庫:第2期
9)

幼児教育紙芝居研究会編/わ
だ・よしぞう画

東京画劇社, 1953.1 779.8||W 12 本体と別にラベル(13 x 18cm)の切り抜きあり

184 パンやの武勇傳 (世界名作童話紙芝居全集:13)
グリム[兄弟]原作/大牟田信脚本/

動坂五郎画
敎育画劇 1953.3 779.8||D 88

185
ひとまねおうむ : 原作「ゆりかご」より (幼児
保育紙芝居全集:5)

福島のり子脚色/中村幸子画 敎育画劇 1953.5 779.8||N 37 本体と別にラベル(12 x 16cm)の切り抜きあり

186
アリババと四十人の盗賊 : アラビヤンナイトよ
り (世界名作童話紙芝居全集:31)

大牟田信脚色/髙宮武夫画 敎育画劇 1954.1 779.8||Ta 43

187 おうさまとうぐいす : 人形写真紙芝居
アンデルセン原作/堀尾勉脚色/

山田三郎美術/原田和人形/酒井
善衛撮影

エンゼル社 1955.2 779.8||Y 19

188
アンクル・トムの小屋 第2版 (世界名作童話紙
芝居全集:9)

ストウ夫人原作/安井淡脚色/芳
賀仭画

教育画劇 1959.7 779.8||H 12

189
恩しゅうの彼方に (日本名作童話紙芝居全
集:10)

菊池寛原作/安井淡脚色/坂本玄
画

教育画劇 1958.9 779.8||Sa 32

190 しくじった赤鬼 (日本名作童話紙芝居全集:5) 大川秀夫作/石川雅也画 教育画劇 1958.9 779.8||I 76

191 農地改革 [出版者不明] [19--] 779.8||N 91 奥付なし、タイトル以外記載なし

192 二宮尊徳一代記 : 報徳紙劇 大日本報徳社敎務部編 [出版者不明] [19--] 779.8||N 76 奥付なし

193 [人魚姫] [アンデルセン原作] [出版者不明] [19--] 779.8||N 76 2枚欠損(1枚目，20枚目) 表紙と奥付面欠損

194
からすときつね (短編紙芝居選集:第1集. イ
ソップ童話選:2)

しむら・みちる文/やなぎ・ま
さお画

東京画劇社 1951.3 779.8||Y 52

https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338518#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338518#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338511#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338587#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338587#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338512#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338512#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338582#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338577#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338577#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338585#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338585#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=338576#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=339019#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=340042#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=339020#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=340043#
https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=340043#
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195 [不揃い] [出版者不明] [19--] 779.8||F 99

https://sts03.u-shizuoka-ken.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=340044#

