令和2年10月

６ しかけ・手作り・布えほん
番号

タイトル

長岡市立中央図書館
対象

内

容

原作・出典など

６-１-１ いくつ？（６～１０）

乳幼児 とうもろこし・みかん・バナナなど Ｈ１５年１２月布絵本の
を切ったり皮をむいたりできる。 会グー・チョキ・パー作
成

６-１-２ いくつ？（１～５）

乳幼児 とうもろこし・みかん・バナナなど Ｈ１５年１２月布絵本の
を切ったり皮をむいたりできる。 会グー・チョキ・パー作
成

６－２

ちゅうりっぷ

乳幼児 赤・白・黄色のチューリップ。は
なびらを取り外せる。

６－３

どんぐりころころ

乳幼児 童謡「どんぐりころころ」のうたを Ｈ１５年１２月布絵本の
布絵本にした作品。
会グー・チョキ・パー作
成

Ｈ１５年１２月布絵本の
会グー・チョキ・パー作
成

６-４-１ おやこ（ねこの表紙） 幼児

動物の親子が縫い付けてあり、 Ｈ１５年１２月布絵本の
そのこどもたちを取り外せる布 会グー・チョキ・パー作
絵本。
成

６-４-２ おやこ（かめの表
紙）

幼児

動物の親子が縫い付けてあり、 Ｈ１５年１２月布絵本の
そのこどもたちを取り外せる布 会グー・チョキ・パー作
絵本。
成

６-５-１ ならべて

乳幼児 三角・四角のパーツを取り外し Ｈ１５年１２月布絵本の
て、さかな・いえ・ロケット・ふね・ 会グー・チョキ・パー作
動物を作ることができる。１、２、 成
３は内容が違う。

６-５-２ ならべて

乳幼児 三角・四角のパーツを取り外し
て、形を作ることができる。１、
２、３は内容が違う。

Ｈ１５年１２月布絵本の
会グー・チョキ・パー作
成

６-５-３ ならべて

乳幼児 三角・四角のパーツを取り外し
て、形を作ることができる。１、
２、３は内容が違う。

Ｈ１５年１２月布絵本の
会グー・チョキ・パー作
成

６-６

こんこんくしゃんのう 幼児
た

いろいろな動物のマスクを取り
外して遊べる布絵本。

６-７

ひよこのかくれんぼ 幼児

隠れているひよこを見つけなが Ｈ１７年９月布絵本の
ら遊ぶ布絵本。
会グー・チョキ・パー作
成

６-８

ももたろう
（クイックロンシア
ター）

幼児

日本昔話の『桃太郎』のおはな エプロンシアター「桃太
し。パネルシアターのように立体 郎」より。図書館ボラン
の布を使って、ももたろうを演じ ティア作成。
る内容。

６-９

このいろなあに

幼児

色のページに穴が開いていて、 Ｈ25年5月布絵本の会
次のページの物や動物を予想 グー・チョキ・パー作成
する内容。

Ｈ１８年５月布絵本の
会グー・チョキ・パー作
成

番号

タイトル

対象

内

容

原作・出典など

６-１０ きんぎょがにげた

幼児

水槽の中からきんぎょがにげだ 絵本『きんぎょがにげ
して、どこへいくのでしょうか。
た』五味太郎／作
きんぎょが取り外し可能。
著作権許諾済
上演する際は、出典を
明示する事。

６-１１ でてこい でてこい

幼児

葉っぱなどに隠れている動物に Ｈ１５年１２月布絵本の
「でてこい でてこい」とよびかけ 会グー・チョキ・パー作
ると、とびだしてくる。
成絵本『でてこいでて
こい』
はやしあきこ／作
著作権許諾済
上演する際は、出典を
明示する事。

６-１２ ちえあそび？

幼児

パズル、めいろ、しりとりなど子 布絵本の会グー・チョ
ども達が楽しく遊ぶことができま キ・パー作成
す。

６-１３ いくつ？（６～１０）

乳幼児 お団子やクッキー、さくらんぼを 布絵本の会グー・チョ
数えながら取ることができる。
キ・パー作成
（6-14と同じもの）

６-１４ いくつ？（６～１０）

乳幼児 お団子やクッキー、さくらんぼを 布絵本の会グー・チョ
数えながら取ることができる。
キ・パー作成
（6-13と同じもの）

６-１５ だれのおへや

乳幼児 壁掛けタイプ。ポケットの中にネ 布絵本の会グー・チョ
コやイヌ、うさぎが入っている。 キ・パー作成

６-１６ そーっとのぞいてご 乳幼児 そーっとのぞいてみると・・・ひよ 布絵本の会グー・チョ
らん
こがたまごからうまれるよ。
キ・パー作成
（台本はありません。）
６-１７ どうぶつ

乳幼児 いろいろなどうぶつの口の部分 布絵本の会グー・チョ
を取り外すと、どうぶつが笑いま キ・パー作成
す。（台本はありません。）

６-１８ Ｍｙ Ｂｏｏｋ

幼児

ボタンを付けたり、ひもをむすん 布絵本の会グー・チョ
だり、チャックを開けたり、子ども キ・パー作成
たちが楽しく遊べる布絵本で
す。

６-１９ おさんぽ

幼児

うし、ぺんぎん、かめ、にわとり 布絵本の会グー・チョ
がおさんぽします。どうぶつは、 キ・パー作成
取り外して移動させることができ
ます。（台本はありません。）

６-２０ あそぼ

幼児

うさぎの目のボタンをはずした 布絵本の会グー・チョ
り、ケーキのさくらんぼを取った キ・パー作成
り、バナナの皮をむいたり、子ど
もたちが楽しく遊べる布絵本で
す。

番号

タイトル

対象

内

容

原作・出典など

６-２１ わっ！

乳幼児 うえきばちから、ねずみが出て 布絵本の会グー・チョ
きたり、草むらからへびが飛び キ・パー作成
出します。赤ちゃんから楽しめる
布絵本です。（台本はありませ
ん。）

６-２２ ひよこひよこ

幼児

おかあさんどりが、いる？いな
い？をくり返しながら、ひよこた
ちを探すお話です。

６-２３ やさい

幼児

たくさんのポケットの中に、いろ 布絵本の会グー・チョ
いろなやさいが入っています。 キ・パー作成
（台本はありません。）

６-２４ おはなしのえほん

乳幼児 「うさぎとかめ」「赤ずきんちゃ
布絵本の会グー・チョ
ん」「おおかみと七ひきのこや
キ・パー作成
ぎ」「おむすびころりん」「三びき
のこぶた」１ページでそれぞれお
話ができます。パーツの取り外
し可能。

６-２５ どうぶつえんバス

乳幼児 バスにたくさんの動物が乗って 布絵本の会グー・チョ
います。動物はひっぱることが キ・パー作成
できます。（台本はありません。）

６-２６ ぴょーん

乳幼児 いろいろな動物がジャンプしま
す。

６-２７ 田んぼのいねくん

幼児

田んぼでお米が稲になり、収穫 布絵本の会グー・チョ
して食卓にあがるまでを描いて キ・パー作成
います。（台本がありません。）

６-２８ くだもの

幼児

たくさんのポケットの中に、いろ 布絵本の会グー・チョ
いろなくだものが入っています。 キ・パー作成
（台本はありません。）

６-２９ さかな

乳幼児 海の生き物が１ページに１ぴき
幼児 います。海の生き物は取り外し
可能。（台本はありません。）

６-３０ おやつ

乳幼児 おいしそうなおやつが１ページ 布絵本の会グー・チョ
幼児 に１つあります。おやつは取り外 キ・パー作成
し可能。（台本はありません。）

６-３１ ちいさい おおきい

乳幼児 ちいさいケーキがしかけをめくる 布絵本の会グー・チョ
幼児 と、大きくなります。その他、ピエ キ・パー作成
ロ、ゾウ、ツリーが大きくなりま
す。（台本はありません。）

布絵本の会グー・チョ
キ・パー作成

絵本『ぴょーん』まつお
か たつひで／作・絵
布絵本の会グー・チョ
キ・パー作成
著作権許諾済
上演する際は、出典を
明示する事。

布絵本の会グー・チョ
キ・パー作成

番号

タイトル

６-３２ どうぶつきしゃポッ
ポ

６-３３ Ｇｒｅｅｔｉｎｇ（あいさ
つ）
６-３４ できるかな

６-３５ きせかえほん

６-３６ ぼくきんちゃくなす

対象

内

容

原作・出典など

乳幼児 １車両に１種類の動物が乗って 布絵本の会グー・チョ
幼児 います。動物は取り外し可能。 キ・パー作成
車両の順番もかえられます。
（台本はありません。）
乳幼児 英語のあいさつをめくると、日本 布絵本の会グー・チョ
幼児 語のあいさつがあります。
キ・パー作成
（台本はありません。）
乳幼児 ページごとに子どもが形合わ
幼児 せ、ボタン、スナップなどに挑戦
できます。ページが進むごとに
難しくなります。（台本はありま
せん。）
乳幼児 顔、上半身、下半身ごとにペー
幼児 ジをめくってきせかえを楽しみま
す。

布絵本の会グー・チョ
キ・パー作成

布絵本の会グー・チョ
キ・パー作成
（Ｈ31.3.30）

乳幼児 絵本『ぼくきんちゃくなす』わだ 布絵本の会グー・チョ
幼児 えつこ／さく の布絵本。
キ・パー作成
絵本『ぼくきんちゃくなす』１冊付 （Ｒ2.9.30）
いています。

