
オーテピア高知図書館 高知資料デスク　2019.11

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

1 旭のサクラ探偵団
旭南部コミュニティ計画推進
市民会議/脚本・絵

2009 K/290.2/ｱｻ/ 0103331298

2 ちんちろりんおばけ
新井悦子/文
モカ子/絵

教育画劇 2014.5 P/ﾁﾝ/紙芝居 0210649798

3
ふかんぶちのまもの
（仁淀川民話めぐり）

市原 麟一郎/脚本
種田 英幸/画

高知県 2001.1
K/388/ﾌｶ/紙
芝居

1106381674
1810114389

4
によどの川風
（仁淀川民話めぐり）

市原 麟一郎/脚本
飯原 一夫/画

高知県 2001.1
K/388/ﾆﾖ/紙
芝居

1106381708
1810114486

5
はたまが渕のふしぎ
（仁淀川民話めぐり）

市原 麟一郎/脚本
岡本 篤志/画

高知県 2001.1
K/388/ﾊﾀ/紙
芝居

1106381732
1810114494

6
又吾とえんこう
（仁淀川民話めぐり）

市原 麟一郎/脚本
山北 美砂子/画

高知県 2001.1
K/388/ﾏﾀ/紙
芝居

1106381716
1810114508

7
術つかいの山ぶし
（仁淀川民話めぐり）

市原 麟一郎/脚本
種田 英幸/画

高知県 2001.1
K/388/ｼﾕ/紙
芝居

1106381682
1300270095

8
旅のおぼうさま
（仁淀川民話めぐり）

市原 麟一郎/脚本
丸林 友文/画

高知県 2001.1
K/388/ﾀﾋ/紙
芝居

1106383001
1810114346

9
瀬のぼりの太刀
（仁淀川民話めぐり）

市原 麟一郎/脚本
岡本 篤志/画

高知県 2001.1
K/388/ｾﾉ/紙
芝居

1106382987
1810114400

10
大力じろべえ
（仁淀川民話めぐり）

市原 麟一郎/脚本
丸林 友文/画

高知県 2001.1
K/388/ﾀｲ/紙
芝居

1106382995
1810114478

11
木ながし喜助
（仁淀川民話めぐり）

市原 麟一郎/脚本
飯原 一夫/画

高知県 2001.1
K/388/ｷﾅ/紙
芝居

1106381690
1810114320

12
紙すきタヌキ
（仁淀川民話めぐり）

市原 麟一郎/脚本
山北 美砂子/画

高知県 2001.1
K/388/ｶﾐ/紙
芝居

1106381724
1810114362

13
ちよじぞう
（鏡川みんわめぐり）

市原 麟一郎/文
山北 美砂子/絵

高知市民憲章推進協議
会

1997.6 K/388/ｶｶ/8 0103342494

14
天神橋のたぬき
（鏡川みんわめぐり）

市原 麟一郎/文
山北 美砂子/絵

高知市民憲章推進協議
会

1997.6 K/388/ｶｶ/9 0103342451

15
弓の名人
（鏡川みんわめぐり）

市原 麟一郎/文
おかもと あつし/絵

高知市民憲章推進協議
会

1997.6 K/388/ｶｶ/5 0103342087

16
ななつぶち
（鏡川みんわめぐり）

市原 麟一郎/文
森本 忠彦/絵

高知市民憲章推進協議
会

1997.6 K/388/ｶｶ/3 0103342184

17
人くいおにの話
（鏡川みんわめぐり）

市原 麟一郎/文
おかもと あつし/絵

高知市民憲章推進協議
会

1997.6 K/388/ｶｶ/4 0103342133

18
くいし山のおに
（鏡川みんわめぐり）

市原 麟一郎/文
森本 忠彦/絵

高知市民憲章推進協議
会

1997.6 K/388/ｶｶ/1 0103342125

19
くまとえんこう
（鏡川みんわめぐり）

市原 麟一郎/文
山北 美砂子/絵

高知市民憲章推進協議
会

1997.6 K/388/ｶｶ/10 0103342508

20
うしおにぶち
（鏡川みんわめぐり）

市原 麟一郎/文
森本 忠彦/絵

高知市民憲章推進協議
会

1997.6 K/388/ｶｶ/2 0103342176

21
あやおりぶち
（鏡川みんわめぐり）

市原 麟一郎/文
おかもと あつし/絵

高知市民憲章推進協議
会

1997.6 K/388/ｶｶ/6 0103342036

高知県関係の紙芝居リスト
高知県に関連した内容のもの及び、高知県に縁のある方が書かれた紙芝居のリスト。やなせたかし関係の紙芝居は除いています。
高知市立市民図書館分館分室にのみ所蔵の、紙芝居も含んでいます。
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22
かわかみ不動
（鏡川みんわめぐり）

市原 麟一郎/文
山北 美砂子/絵

高知市民憲章推進協議
会

1997.6 K/388/ｶｶ/7 0103342443

23
なんかいトラフじしんがおこっ
たら!?

小笠原 まき/絵 高知県教育委員会 2014
P//ﾅﾝ/紙芝
居

1200622551

24
きんいろのうま
（ともだちだいすき）

おかもと あつし／脚本
伊藤 秀男／絵

童心社 2017.12 K/388/ｷﾝ/ 0103342028

25 ふくろう村のできごと
門田　南子/お話
たのうえ　やすあき/絵

高知県観光連盟安芸広
域市町村圏事務組合

P///ﾌｸ/紙芝
居

1201227681

26 長平ものがたり 無人島漂流記
郷土学習資料「長平紙芝居」
作成実行委員会/編

香我美町教育委員会 2004 K/299/ﾁﾖ/ 0103331972

27 志よ、海へ! 岩崎彌太郎物語 楠本 剛/絵・文
安芸商工会議所女性
会・岩崎彌太郎紙芝居
実行委員会

K/289/ｲﾜ/ 1107912139

28 なぎの木 高知県立大学チームなぎの木
高知県立大学チームな
ぎの木

2018.11 K/388/ﾅｷ 1109732535

29 ハチと兵隊
高知市子ども科学図書館/文
新谷 日香/画，山本 里奈/画

高知市子ども科学図書
館

K/375/ﾊﾁ/ 0103234551

30
高知大空襲
（春野町紙芝居）

楽しい図書館をつくろう会/文
フナムシ/画

楽しい図書館をつくろう
会

2015 K/319/ｺｳ/ 0103300422

31
しんす地蔵
（春野町紙芝居）

楽しい図書館をつくろう会/文
フナムシ/画

K/388/ｼﾝ/ 0103292985

32
木のうろの観音様
（春野町紙芝居）

楽しい図書館をつくろう会/文
フナムシ/画

K/388/ｷﾉ/ 0103292934

33
荒倉山の狸
（春野町紙芝居）

楽しい図書館をつくろう会/文
フナムシ/画

K/388/ｱﾗ/ 0103292977

34
堤の小さなお地蔵さま
（春野町紙芝居）

楽しい図書館をつくろう会/編
フナムシ/画

楽しい図書館をつくろう
会

K/388/ﾂﾂ/ 0103300660

35
スズメと話す和尚さん
（春野町紙芝居）

楽しい図書館をつくろう会/編
フナムシ/画

楽しい図書館をつくろう
会

K/388/ｽｽ/ 0103300430

36
タヌキのてんま
（春野町紙芝居）

楽しい図書館をつくろう会/編
フナムシ/画

楽しい図書館をつくろう
会

K/388/ﾀﾇ/ 0103300570

37
帰ってきたお地蔵様
（春野町紙芝居）

楽しい図書館をつくろう会/編
フナムシ/画

楽しい図書館をつくろう
会

K/388/ｶｴ/ 0103300520

38
吉良神社と七人みさき
（春野町紙芝居）

楽しい図書館をつくろう会/編
フナムシ/画

楽しい図書館をつくろう
会

K/388/ｷﾗ/ 0103300716

39
河原はスイカがゴロゴロ
（春野町紙芝居）

楽しい図書館をつくろう会/編
フナムシ/画

楽しい図書館をつくろう
会

K/388/ｶﾜ/ 0103300473

40
しっぺいたろう
（ともだちだいすき）

津田 真一／脚本
田島 征三／絵

童心社 2018.1
P//ｼﾂ/紙芝
居

0210808381

41 おお、龍馬！ 永野 美智子/作 2011
K/289/ｵｵ/紙
芝居

0103342079

42
おいしいものはどこにある
（高知･地産地消紙芝居）

農林水産省 中国四国農政局
高知農政事務所/作

農林水産省 中国四国
農政局 高知農政事務
所

2007
P//ｵｲ/紙芝
居

1200746012

43 ジョン万次郎物語り 後編
K/289/ｼﾖ/紙
芝居

1200434403
1700668045

44 ジョン万次郎物語り 前編
K/289/ｼﾖ/紙
芝居

1200434395
1700668061
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1 不思議な水 宇賀の長者物語 岡内　富夫/絵と文 岡内　富夫
K/388/ｵｶ/紙
芝居

1300165542

2
とうふやのおばあさんとタヌキ
（春野町紙芝居）

楽しい図書館をつくろう会/文
フナムシ/画

2015
K/388/ﾄｳ/紙
芝居

1700782751

3
どうしてこいのぼりあげるの
（春野町紙芝居）

楽しい図書館をつくろう会/文
フナムシ/画

2015
K/388/ﾄｳ/紙
芝居

1700782816

4
種間寺の池
（春野町紙芝居）

楽しい図書館をつくろう会/文
フナムシ/画

2015
K/388/ﾀﾈ/紙
芝居

1700782859

5 みっくんとふうせん ドリーム/絵・文 ドリーム 2000 P///紙芝居 1810114451

6 恐怖の森のゆかいな探険
 あたご幼稚園平成19年度卒
園生/原画・文　長谷部 亨/絵

江ノ口社会福祉協議会
製作

2009.5
K/913.8/ｷﾖ/
紙芝居

1420010775

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

1
紙芝居絵本 龍馬ものがたり
少年篇

楠本 剛/作・絵
KX/289/ｻｶ-ｸ
/1

0102628335

2
紙芝居絵本 龍馬ものがたり
青春篇

楠本 剛/作・絵
KX/289/ｻｶ-ｸ
/2

0102628319

3
紙芝居絵本 龍馬ものがたり
波濤篇

楠本 剛/作・絵
KX/289/ｻｶ-ｸ
/3

0102628327

4
エコちゃんとおんだんかぼうし
君の冒険 地球の危機を救え

高知県地球温暖化防止活動
推進員連絡会 香美市の仲間
たち/お話　たけざき りつ/絵

2010 KX/451/ｴｺ/ 0103061690

5
はんど淵の蛇身
（秦の民話）

筒井 佐和子/作(脚本)
松下 政司/画

2004 KX/388/ﾊﾝ/ 0103253939

6
三谷の山姥
（秦の民話）

西岡 ふみ/作
藤本 知子/絵

2004 KX/388/ﾐﾀ/ 0103253920

7
幽霊橋
（秦の民話）

秦史談会/原作
藤本 知子/絵

2004 KX/388/ﾕｳ/ 0103253980

8
ニ双のシバテン 東谷の巻
（秦の民話）

秦史談会/原作　藤本知子/絵
永野美智子/絵

2004 KX/388/ﾆｿ/ 0103253823

9
ニ双のシバテン 東谷の巻
（秦の民話）

秦史談会/原作　田中佐和子/
絵

2004 KX/388/ﾆｿ/ 0103253971

10
二番渕の怪
（秦の民話）

秦史談会/原作　久米 生太子
/絵，永野 美智子/絵

2004 KX/388/ﾆﾊ/ 0103253874

11 がんばれ土佐っぽ 安田 浩/文，小島 快/画 教育画劇 1982 KX/726/ｶﾝ 1107534073

以下の資料は保存用でオーテピア高知図書館内のみ、ご利用いただけます。

○オーテピア高知図書館で所蔵している本をご紹介しています。
○貸出しや返却はお近くの市町村立図書館でもできます。お近くの市町村立図書館にお問い合わせください。
○本や雑誌などに関する相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
　（お問い合わせの際は資料№をお伝えいただくとスムーズです。）
○リストは著者順に並んでいます。

以下の資料は高知市民図書館　分館・分室所蔵の紙芝居です。
オーテピア高知図書館にお取り寄せすることもできます。

〒780-0842 高知市追手筋2-1-1 オーテピア3階

TEL：088-823-4946 FAX：088-823-9352
http://otepia.kochi.jp/library


