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Ｎｏ． 作　品　名 原　作　者 内　　　　　容 スナップ マジックテープ ファスナー その他 大きさ ページ数

1 あなたはだあれ？ のぐちみつよ
うしろをむいている動物はだれかな？ページをめくると、動物の顔があらわれ
ます。ぶた・うさぎ・きつね・たぬき・ぼく（人間の男の子）の５種類。

○ ３５×２５ １１

2 １２３４５ のぐちみつよ
かずあそびのえほん。数字とくだもの・お菓子のパーツをページに着脱して遊
べます。例：アラビア数字「４」のパーツとイチゴのパーツ４つ

○ １７×１７ １０

3 いっしょにあそぼ 布絵本PI夢工房 赤ちゃんと動物たちが野原で遊びます ○ ○ リボン ２７×２２ １０

4 いないいないばあ ふきのとう文庫 原作：松谷みよ子文　瀬川康男絵 ４２×３０ ６

5 いないいないばあ ふきのとう文庫
原作：松谷みよ子文　瀬川康男絵
no.4と内容は同じだが、ひとまわりサイズが小さい

３７×２６ ６

6 いないいないばあしましょ のぐちみつよ
スナップどめになっている動物たちの腕を動かし、いないいないばあ遊びが
できます。いぬ・くま・うさぎ・ねこ・カエル・人の６種類。

○ ２３×２４ ７

7 イはイヌイット 布絵本PI夢工房
北の海の動物たちとイヌイットのくらし。シャチやアザラシ、氷の上での魚釣
り、イグルー。

１９×１９ １０

8 うたのえほん① のぐちみつよ
童謡。歌詞あり。「こぶた・たぬき・きつね・ねこ」「こいのぼり」「うみ」「ぞうさ
ん」「きしゃポッポ」「ハッピーバースデー」

○ ○ ボタン ２５×２５ ７

9 うたのえほん② のぐちみつよ
童謡。歌詞あり。「おはなしゆびさん」「あかとんぼ」「ゆき」「おべんとうばこ」
「あかはなのトナカイ」「おしょうがつ」

○ ○ 包む ２５×２６ ８

10 うたのえほん ふきのとう文庫 童謡。歌詞なし。「お馬」「あかとんぼ」「うみ」「おもちゃのマーチ」など ○ ○ ３０×４３ ６

11 うたのえほん のぐちみつよ
童謡。歌詞あり。「チューリップ」「だるまさん」「ぶんぶんぶん」「ぞうさんのぼう
し」

○ ○ ３３×３３ ８

12 えあわせ ぐるーぷ・もこもこ
動物のえあわせ。「どうぶつえあわせ」よりやさしめで種類は多い。うさぎ・き
つね・かえる・さる・ぶた・ねずみの６種類。

１６×１８ ７

13 おうちへ帰ろう 布絵本PI夢工房
動物や虫を家に帰してあげよう。貝やタコはつぼの中へ、カブトムシやクワガ
タは木の中へ。

○ ○ 音あり ２７×２２ ８

14 おおきなたいこ　ちさなたいこ
[ちいさいちいさいえほん]

M・N たいこをたたくと音がします。取り外しはできません。小さな絵本です。 音あり １２×１２ ４

15 おかあさん ふきのとう文庫
いろいろな動物の親子のようす。子どものパーツが着脱可能で、動かして遊
べます。きつね・ぞう・あひる・かえる（おたまじゃくし）・カンガルーなど。

○ ２４×２４ ６

16 おでかけブー のぐちみつよ
まずはぶたの家族の紹介。あかちゃん・おにいさん・おねえさん・おかあさん・
おとうさん。さいごにみんなそろって車に乗ってお出かけします。

音あり １８×１８ ７

17 おばけのほん のぐちみつよ 着脱可能なおばけ（７種類）をつかまえて、袋に閉じこめよう。 ○ ２７×２１ ９

18 おひさまえあわせ ぐるーぷ・もこもこ
えあわせ。おひさま・月・星・木・花・家の６種類。それぞれ２つのパーツで絵
が完成します。

２７×２１ ９
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19 おめめをあけて のぐちみつよ
ボタンでできた目を開けたり、閉じたりできます。ボタンの作業訓練にもなると
いう感想もいただいています。うさぎ。ねこ・ライオンなど５種類。

ボタン ２７×２７ ６

20 おやつ ふきのとう文庫
ソフトクリーム、ホットケーキなどのおやつを食べよう。おやつは４種類、着脱
可能。

○ １７×１９ ４ブロック

21 おやつをどうぞ！ ぐるーぷ・もこもこ キャンディやケーキのおやつを食べよう。おやつは７種類、着脱可能。 ○ １４×１７ ９

22 かおあそび ぐるーぷ・もこもこ 目・鼻・口を顔につけてみよう。福笑いのように遊べます。 ４２×４２ ３

23 かくれんぼだあれ ふきのとう文庫
穴の向こうに隠れているのは誰？ページをめくると、隠れていた動物があら
われます。

２７×４１ １０

24 ガリバーのぼうけん おはなし布絵本。スウィフトのガリバー旅行記より、6場面。 ○ ひも ２５×２７ １０

25 きかんしゃもこもこ号 のぐちみつよ
布絵本というよりはパネルシアターに近く、壁などにかけて、パーツを着脱しながらお
はなしを楽しむ。脚本別なので、子どもだけで楽しむのは難しいかもしれません。 ○ ６０×９７ １枚

26 きしゃでおでかけ 布絵本PI夢工房
きしゃにのってでかけよう。お花畑にお菓子の国、海の中へも。汽車・動物・
お菓子など着脱パーツ多数。

○ ２７×２２ ８

27 きしゃどうぶつ号 ぐるーぷ・もこもこ
動物たちをきしゃに乗せよう。動物のパーツはすべて着脱可能。また、ぞう１
頭、ライオン２頭…と数が増えていくので、かずあそびもできます。

○ ○ ひも、かぎホック １８×２０ １枚

28 キャンプにいこう
おはなし布絵本。車に乗って、キャンプへ出発。たきぎをひろって魚をつっ
て、夕飯はカレー。夜はテントで眠ります。

○ ○ ○ ひも ２０×２３ １０

29 きょうのてんき のぐちみつよ
今日は何月何日何曜日？天気は？パーツを貼ってカレンダーを完成させよ
う。日めくりカレンダーを自分で作るイメージです。壁掛けタイプ。

○ ６１×３１ １

30 くだもの のぐちみつよ
くだものが着脱可能になっていて、さらに２枚重ねの１枚をめくると、くだもの
の皮をむいた状態になります。スイカ・みかんなど５種類。

○ １７×１７ １０

31 くだもの
[ちいさいちいさいえほん]

M・N
りんご，みかん，かき，ぶどう，いちご，バナナ。くだものが１ページにひとつず
つ。取り外しはできません。小さな絵本です。

１２×１２ ６

32 くだものいくつ ぐるーぷ・もこもこ
くだものの数をかぞえよう（例：スイカ１、パイナップル２、りんご３…）。くだも
ののパーツは着脱可能。

○ ４０×４０ ７

33 クータンのいちにち
くまのクータンの１日と時計あそび。時計は着脱可能でさらに針が動かせる
ので、場面ごとに「何時」と遊ぶことができる。

○ ２１×２３ １０

34 グーチョキパーでなにつくろう！ のぐちみつよ 歌詞あり。「グーチョキパーでなにつくろう」にあわせて遊ぼう。 ○ ２５×２５ ７

35 クリスマスえあわせ（布おもちゃ） のぐちみつよ クリスマスの絵の立体えあわせ ２２×２２ ４ブロック

36 Ｇｒｅｅｔｉｎｇ ふきのとう文庫
あいさつの言葉を英語と日本語で学ぼう。英語表記の布をめくると日本語が
あらわれます。hello, good-bye, thank youなど６種類。

○ ○ ひも、ボタン ２３×２３ ４

37 ケーキ（布おもちゃ） のぐちみつよ 立体的なケーキの布おもちゃ

38 げんこつやまのたぬきさん
[ちいさいちいさいえほん]

M・N
げんこつやまのたぬきさん，おっぱいのんで，ねんねして・・・。歌いながら，
一緒に楽しんでください。取り外しはできません。小さな絵本です。

１２×１２ ８
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39 このいろなあに ふきのとう文庫
色あそび。小さな窓から色が見え、ページをめくると、色の名前とその色を
使った絵の全体があらわれます。

○ ２３×２３ １１

40 こぶたたぬききつねねこ
[ちいさいちいさいえほん]

M・N
こぶた，たぬき，きつね，ねこ・・・。歌いながら，一緒に楽しんでください。取り
外しはできません。小さな絵本です。

１２×１２ ８

41
これはわらぶきやねのいえ
むかしむかし…　杉山亮さんおはなし会
より

のぐちみつよ
「これはわらぶきやねのいえ、これはわらぶきやねのいえにすんでいるおじい
さん…」つみあげうたにあわせて、うし、ふん、ハエなどが次々と登場します。

○ ３１×２５ １０

42 こんこんくしゃんのうた のぐちみつよ
動物たちにマスクをかけよう。マスクは取り外し可。歌詞ありなので、歌いな
がら遊べます。

ゴム ２９×２９ ６

43 こんちゅうえあわせ① のぐちみつよ
えあわせ。チョウ・ミツバチ・てんとう虫・かたつむり・クワガタムシ・トノサマ
バッタ。それぞれ４つのパーツで絵が完成します。

○ ２５×２７ １枚

44 こんちゅうえあわせ② のぐちみつよ
えあわせ。蛍・カミキリムシ・カブトムシ・セミ・トンボ・カマキリ。それぞれ４つ
のパーツで絵が完成します。

２４×２４ １枚

45 さかな ふきのとう文庫
水のいきものえほん。ひらめ・たこ・かに・など６種類。ほとんどの魚は着脱可
能。

○ ○ １７×１９ ５

46 さんかく ふきのとう文庫 三角形を使ったかずあそび。ヨットの帆・ショートケーキ、タワーなど。 ○ ○ ３０×４３ ７

47 三びきのこぶた ぐるーぷ・もこもこ 昔話の「三びきのこぶた」。文章なし。 ○ ２０×２０ １枚

48 しかく ふきのとう文庫
サイコロは平面から立体へ。ようちえんのバッグの中身はなあに？テレビ、お
ふとん、どうぶつバス、どうぶつえんのおりといろいろな四角（しかく）で遊べま
す。

○ ４１×３０ ７

49 すうじのうた ふきのとう文庫
歌詞あり。「すうじのうた」にあわせて遊ぼう。１から１０のアラビア数字と、歌
にあわせたパーツが着脱可能。

○ ３０×４３ １１

50 せかいりょこう 布絵本PI夢工房
スーツケースに荷物を入れて空港へ。席についたらシートベルトをしめて夜
のフライトへ。飛行機の旅。

○ ○ バックル ３２×２４ １０

51 だれのうち？ ふきのとう文庫
いろいろな家のドアを開けると動物たちがあらわれます。動物は着脱可能。
また、ドアはファスナー・ボタンなど様々なしかけになっています。

○ ○ ○ ボタン、ひも ２４×２３ ６

52 ちえあそび？ ふきのとう文庫 えあわせ、しりとり、かくれんぼ、迷路、クイズのえほん。 ○ ○ ３０×４４ １１

53 ちょうちょう ふきのとう文庫 ちょうちょうが仲間を探しに飛んでいきます。どこにとまるかな？ ○ ４０×２８ ８

54 てんとうくんのきこく 布絵本PI夢工房
てんとうむしのてんとうくんが宇宙から帰ってきた。だんだん地面に近づいて
いくてんとうくんの様子。

○ ２０×２０ ７

55 どうぶつ ふきのとう文庫
動物の口の中をのぞいてみよう。動物の口の部分が動かせます。ねこ・ライ
オン・さる・ねずみ・ゾウ・犬の6種類。

○ １７×１９ ４

56 どうぶつえあわせ のぐちみつよ
動物の顔のえあわせ。うさぎ・きつね・ぶたの3種類。それぞれ４つのパーツで
絵が完成。

２４×２２ ２

57 どうぶつえん　ＺＯＯ のぐちみつよ
動物のシルエットでえあわせ。ゾウ・キリン・しろくま・さる・サイ・ペンギン・ワ
ニ・ライオンなど。

○ ４５×１３０ １枚

58 どうぶつパズル のぐちみつよ 動物のえあわせ。かば・キリン・くま・ゴリラ・ぞう・ライオンの6種類。 ボタン ２２×２２ ７
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59 どうぶつパズル　２ のぐちみつよ
動物のえあわせ。カエル・きつね・ぶた・ライオン・かっぱ・いぬ・うさぎ・さる・
パンダ・ねずみ・ゾウ・たぬき・ねこ・くま・人間の赤ちゃんの１５種類。

○
１７×７７

（折りたたみ
１７×３１）

４

60 とけい のぐちみつよ
子どもの一日の生活と時計遊び。朝起きてから寝るまでをおいかけます。時
計を動かしたり、服を着替えたりして遊べます。

○ ○ ボタン、リボン
３１×３１

（折りたたみ
２１×２１）

１枚

61 ドレミのうた ふきのとう文庫 歌詞あり。「ドレミのうた」にあわせて遊ぼう ○ ３１×４３ ７

62 どんぐりころころ のぐちみつよ 歌詞なし。「どんぐりころころ」にあわせて遊ぼう ○ ３１×４４ ５

63 ななつのこ ふきのとう文庫 歌詞なし。「ななつのこ」にあわせて遊ぼう ３０×４３ ５

64 なにをしているの？ ぐるーぷ・もこもこ
子どもがカレーを食べたり、サッカーしたり、いろいろな動作をします。一部手
足が動かせます。

○ ２９×２１ ６

65 なんじかな？ ぐるーぷ・もこもこ
こどもの１日の生活と時計あそび。朝起きてから寝るまでの様子と、着脱可
能な時計で「今、何時」と遊べます。

○ ２６×３３ １枚

66 なんだろう？ のぐちみつよ
柵のうしろのシートを動かすと、違う絵があらわれます。シートは３種類。食べ
物シリーズ。

３１×３２ ２

67 なんだろう？２ のぐちみつよ
柵のうしろのシートを動かすと、違う絵があらわれます。シートは３種類。乗り
物シリーズ。

３１×３３ ３

68 なんのかげ？ のぐちみつよ
このかげなんだ？黒い影の部分が着脱可能で、下から本体が姿をあらわし
ます。１０種類。

○ １６×１６ ６

69 なんのたまごかな？ 布絵本PI夢工房
たまごのファスナーを開けると、中からいろいろな生きもの（ひよこ・ヘビなど
８種類）が出てきます

○ ２７×２１ ８

70 ねずみのよめいり のぐちみつよ 日本の昔話「ねずみのよめいり」。文章あり。 ○
２０×２４４

（折りたたみ
２０×２０）

１枚
（６場面）

71 のりもの ふきのとう文庫
のりものえほん。船、トラック、救急車、バス、飛行機、パトカー、乗用車の７
種類。着脱パーツなし。

１７×１９ ４

72 ハイキング ふきのとう文庫
男の子がリュックを背負い、水筒をさげ、帽子をかぶり、靴を履いて、ハイキ
ングに出かけます。お弁当を食べたり、バトミントンで遊んだり…。

○ ○ ○ ひも、Dカン ３０×４３ ９枚

73 パンヤさん 布絵本PI夢工房
朝早く起きて、パンやさんはパンを焼きます。フランスパン・クロワッサンなど
パンが着脱可能。

ボタン ２２×１９ １０

74 ひよこひよこ ふきのとう文庫 おはなし布絵本。にわとりのおかあさんがひよこをさがします。 ３０×４３ ９

75 ブーブー！ のぐちみつよ
赤、黄、白、黒、青、緑の６色の自動車。押すと音がします。取り外しはできま
せん。

音あり ２０×２０ ８

76 Ｍｙ　ｂｏｏｋ ふきのとう文庫
リボン、ねこ、さかな、サッカー、キャンプ、ケーキ、私の大好きなもの。しかけ
の種類が多彩。

○ ○ ○ ボタン、ひも ２３×２３ ５

77 まる ふきのとう文庫
すいか、パンダ、時計、信号など丸いもののえほん。どの絵も着脱可能パー
ツか動かせるしかけあり。

○ ○ ゴム ２４×２４ ６

78 まるさんかくしかく のぐちみつよ
えあわせ。丸・正三角形・正方形をそれぞれ１～４つのパーツで完成させま
す。

２０×２０ ４
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79 むし ふきのとう文庫
虫のえほん。トンボ、バッタ、クモ、クワガタ、ミツバチ、チョウの６種類。トンボ
とチョウ以外は着脱可能。

○ ○ ボタン、ひも １７×１９ ４

80 わたしのポケット のぐちみつよ
カンガルーのポケットにあかちゃんカンガルー、かべかけのポケットに、ぬい
ぐるみ。3人のこどものエプロンポケットにぬいぐるみをいれたら、ぴょんぴょ
んとびはねるしかけ。

３０×７２
（折りたたみ
３０×２４）

５

81 わっ！ ふきのとう文庫
つまみを引っ張ると動物たちが出てきます。バケツからはネズミが、草むらか
らはヘビが……。

○ １７×１９ ４

82 ＧＯＯＤ　ＮＩＧＨＴ　ＭＯＯ ＰＩＥＮＫＯＷＳＫＩ，ＪＡＮ
牛のMOOはおやすみのじかん。　スリッパと毛布、枕と本とテディベアを用意
しよう。英語の布えほん

音あり ２５×１８ ８


