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【衛生】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

1
できるかな？元気いっぱいのおやくそ
く <食事・衛生・健康>（健康エプロン） 砂上 史子/監修 2017.11 Z/498/ﾃｷ/ 0210265809

2 ばいきんバイバイ! 仲川 道子/脚本・絵 童心社 1988.1 P//ﾊｲ/紙芝居 1201238068

3
ありがとうセッケンマン 手洗い（保健
衛生かみしばいけんこういちばんじょ
うぶなこ）

田中 秀幸/作 画 教育画劇 1996 P//ｱﾘ/紙芝居 1201471503

4
ばいばいばいきんだいまおう 食中毒
（保健衛生かみしばいけんこういちば
んじょうぶなこ）

浅沼 とおる/作 画 教育画劇 1996 P//ﾊｲ/紙芝居 1201471511

5
どろねこちゃんになっちゃった おふろ
やだもんやだもん（やだもんやだもん!
こんな子いないかな～?）

たけした ふみこ／作 教育画劇 2018.1 P//ﾄﾛ/紙芝居 0210810246

6
てあらいぴっかぴか（おひさまこ
んにちは年少向）

いとう みき／脚本・絵 童心社 2019.6 P//ﾃｱ/紙芝居 0210842539

7
ドロンコちゃんピカピカちゃん からだの
清潔（保健衛生かみしばいけんこうい
ちばんじょうぶなこ）

尾崎 曜子/作 画 教育画劇 1996 P//ﾄﾛ/紙芝居 0210223340

【病気・予防】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

8
アライくんのくいしんぼたんじょうび た
べすぎ（保健衛生かみしばいけんこう
いちばんじょうぶなこ）

田沢 梨枝子/作 画 教育画劇 1996 P//ｱﾗ/紙芝居 0210223324

9
コンちゃんのかぜようじん かぜの予防
（保健衛生かみしばいけんこういちば
んじょうぶなこ）

大久保 宏昭/作 画 教育画劇 1996 P//ｺﾝ/紙芝居 0210223332

10
へっちゃらさーくんのおやつえんそく
食品衛生（保健衛生かみしばいけんこ
ういちばんじょうぶなこ）

相沢 るつ子/作 画 教育画劇 1996 P//ﾍﾂ/紙芝居 0210223359

11
かぜヒッキーをやっつけろ!（保健衛生
かみしばいまいにちげんき!） 礒 みゆき/脚本・絵 童心社 2013.11 P//ｶｾ/紙芝居 0210585811

12
おばけのおうさまゴホンゴホン（感染症
予防かみしばい知って守ろう!3つのや
くそく）

田中 六大／作 絵 教育画劇 2020.9 P//ｵﾊ/紙芝居 1202162986

13
あかずきんちゃんとウイルスオオカミ
（感染症予防かみしばい知って守ろ
う!3つのやくそく）

あくざわ めぐみ／作
絵

教育画劇 2020.9 P//ｱｶ/紙芝居 1202162978

【口腔衛生】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

14
くろわんしろわんはみがきシュッシュッ
（年少版はじめての行事かみしばい） 伊東 美貴/作 画 教育画劇 2003.1 P//ｸﾛ/紙芝居 0210243058

15
あーんしてははは（おひさまこん
にちは年少向）

よこみち けいこ／脚
本・絵

童心社 2016.6 P//ｱﾝ/紙芝居 0210776889

16
きれいになあれシュッシュッシュッ は
みがきやだもんやだもん（やだもんや
だもん!こんな子いないかな～?）

いとう みき／作 絵 教育画劇 2018.1 P//ｷﾚ/紙芝居 0210810203

こどもに伝える！保健・衛生 ブックリスト
～エプロンシアター・紙芝居編～

病気や予防法、口腔衛生、食育などのテーマについて、こどもたちに分かりやすく伝えるための資料をピックアップしました。
「請求記号」の先頭に、「Z」があるものはエプロンシアター、「P」があるものは紙芝居です。
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【食育】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

17
味覚を育てる食育エプロン <味覚/歯
と口の衛生>（食育エプロン） 吉田 隆子/監修 2012.4 Z/498.3/ﾐｶ/ 0210266007

18
「早ね早おき朝ごはん」 ～生活習慣か
らはじめる食育～（食育エプロン） 陰山 英男/監修 2013.6 Z/498/ﾊﾔ/ 0210244100

19
なんでも食べる元気なまあちゃ
ん（食育エプロン）

吉田 隆子/著 メイト 2002.3 Z/913/ﾖｼ/ 0200441477

20
ありがとう!はやねはやおきあさごはん
マン 食と健康（生きる力をはぐくむ食
育紙芝居）

岡本 一郎/作 メイト 2009.5 P//ｱﾘ/紙芝居 0210346779

21
いっしょがいいね 食と人間関係（生き
る力をはぐくむ食育紙芝居） 山本 和子/作 メイト 2009.5 P//ｲﾂ/紙芝居 0210598557

22
おいしいランドのたんけんたい 味覚
（生きる力をはぐくむ食育紙芝居） 本間 正樹/作 メイト 2008.5 P//ｵｲ/紙芝居 0210598530

23
おふくちゃんのおいしいごはん クッキ
ング（生きる力をはぐくむ食育紙芝居） 山本 和子/作 メイト 2008.5 P//ｵﾌ/紙芝居 0210598506

24
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（生きる力をはぐく
む食育紙芝居）

岡本 一郎/作 メイト 2008.5 P//ｵﾔ/紙芝居 0210598514

25
きこえたね!いただきます 感謝・マナー
（生きる力をはぐくむ食育紙芝居） 山本 省三/作 メイト 2008.5 P//ｷｺ/紙芝居 0210598492

26
くまちゃんねこちゃんたべようね たべ
るのやだもんやだもん（やだもんやだ
もん!こんな子いないかな～?）

山本 和子／作 教育画劇 2018.1 P//ｸﾏ/紙芝居 0210810211

27
くまくんのあさごはんとうばん（保健衛
生かみしばいまいにちげんき!） やすい すえこ/脚本 童心社 2013.11 P//ｸﾏ/紙芝居 1201661996

28
ころりおにぎりできあがり 料理と食（生
きる力をはぐくむ食育紙芝居） 山本 省三/作 メイト 2009.5 P//ｺﾛ/紙芝居 0210346787

29
たべられないよアレルギー（保健衛生
かみしばいまいにちげんき!） 井嶋 敦子/脚本 童心社 2013.11 P//ﾀﾍ/紙芝居 0210585838

30
なかよしおはしのはーちゃんとしーちゃ
ん 食と文化（生きる力をはぐくむ食育
紙芝居）

戸田 和代/作 メイト 2009.5 P//ﾅｶ/紙芝居 0210598565

31
はなたろうとあかべえ 好き嫌い・食選
力（生きる力をはぐくむ食育紙芝居） すとう あさえ/作 メイト 2008.5 P//ﾊﾅ/紙芝居 0210598522

32
ひみつのあかいジュース いのちの育
ちと食（生きる力をはぐくむ食育紙芝
居）

岡 信子/作 メイト 2009.5 P//ﾋﾐ/紙芝居 0210346795

○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。
○当リスト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。）
〇「請求記号」とは、本の背に貼っているラベルに書いている記号のことで、本はこの「請求記号」にしたがって並べられています。

〒780-0842 高知市追手筋2-1-1 オーテピア2階

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


