


古宇田亮順先生
作 品

松家まきこ先生
作 品

カラープリントパネルシアター2 大東出版社の
カラープリントパネルシアターは絵人形のパーツが
Pペーパーにあらかじめカラープリントされているので、
あとはハサミで切りとって作るだけで簡単に絵人形が完成します。
絵人形の作り方や脚本も付いていますので、すぐに演じることができます。 

1,980円
（本体 1,800円）

A4変型判（210×272mm）
195×270mm 厚口カラー8枚、脚本2種
楽譜、絵人形の作り方、保存用袋

「ぼくはマントマン」「わたしもマントマン」みん
なもいっしょにマントマンに変身して遊んじゃ
おう！　草むらに隠れていた動物さんたちもマ
ントマンに変身！　それぞれのマントをなびか
せ一緒に飛んで行きます。                                 ⓓ

変身マントマン！
松家まきこ〔作〕  大野太郎〔絵〕 

A3変型判（297×390mm） 257×364mm厚口カラー9.5枚
脚本、絵人形の作り方

11,000円
（本体 10,000円）

浄土宗開祖・法然上人の誕生のいわ
れ、父との死別のお話、若武者を斬っ
たことで苦悩する武将の熊谷直実と
のエピソード等をパネルシアターに
しました。　　                                     ⓓ

法然さま
古宇田亮順〔作〕松田治仁〔絵〕

A3変型判（297×390mm） 257×364mm厚口カラー13枚
脚本（英文脚本付）、絵人形の作り方、脚本朗読CD（日本語のみ）

15,400円
（本体 14,000円）

おしゃかさま誕生のエピソード、若き
頃の苦悩と出家のお話、修行の末に
ついに悟りを開くにいたる感動のお
話をパネルシアターに。                   ⓓ

おしゃかさま
古宇田亮順〔作〕藤田佳子〔英文脚本〕
中塩絵美・井村亜由美〔絵〕

カラー印刷パネルシアター

2,310円
（本体 2,100円）

A4変型判（210×272mm）
180×130mm 標準厚カラー8枚、モノクロ8枚
195×135mm厚口モノクロ1枚
マジック解説、保存用袋

たった三つの質問だけで横に配置した黒棒が
選んだ絵の漢字になっていくとってもふしぎな
手品のパネルシアターです。                             ⓓ

びっくり漢字
古宇田亮順〔作〕  小林洋子〔絵〕 

4,180円
（本体 3,800円）

A4変型判（210×272mm）
195×270mm 厚口カラー12枚、脚本
楽譜、裏打ち用パネル布1片
絵人形の作り方、保存用袋

きれいなお花が咲くと嬉しいですね。みんなの
大好きな動物さんたちは畑にどんなお花を咲
かせるかな？ さぁ、楽しい歌にあわせてお花の
種をまきましょう！！                                              ⓓ

はたけのお花
古宇田亮順〔作〕  永山千洋〔絵〕 

3,080円
（本体 2,800円）

金のがちょうに町中のみんながくっついて大行
列になります。生れてから一度も笑ったことのな
いお姫さまがその様を見て……。有名なグリム
童話が楽しいパネルシアターになりました。ⓓ

金のがちょう

A4変型判（210×272mm）
195×270mm 厚口カラー9枚
脚本、保存用袋

古宇田亮順〔作〕  松田治仁・松家まきこ〔絵〕 

古宇田亮順〔作〕  松田治仁〔絵〕 
みんなが知っている歌『どんぐりころころ』。お山
からころがってきて池に落ちたどんぐりくん、お
家がこいしくなって泣き出しますがそのあとち
ゃんと帰れたのかな？　古宇田先生のあの名
作がカラーパネルになりました！                    ⓓ

どんぐりころころ

A4変型判（210×272mm）
195×270mm 厚口カラー8枚
脚本、楽譜、絵人形の作り方、保存用袋

2,970円
（本体 2,700円）

古宇田亮順〔作〕  後藤恵子〔絵〕 
表裏のある顔と体を別々のパーツで……そん
な単純なしかけなのに驚くほど豊かな表情を
表現できます。しりとり歌「コブタヌキツネコ」に
あわせて演じれば子供たちも元気いっぱい笑
顔で歌ってくれる作品です。 　　　　　　   ⓓ

コブタヌキツネコ

A4変型判（210×272mm）
195×270mm 標準厚カラー8枚
脚本、楽譜、絵人形の作り方、保存用袋

2,750円
（本体 2,500円）

2,970円
（本体 2,700円）

お誕生日を迎える子どもたちの写真（L判）を客
車に差し込んで、おたんじょうび汽車が出発進
行！  ことりのレポーターのいろんな質問に答え
たら、きつねの演奏で歌いましょう！  毎月のお
誕生会がとっても楽しくなります。                      ⓓ

おたんじょうび汽車

A4変型判（210×272mm）
195×270mm 厚口カラー8枚
脚本、楽譜、絵人形の作り方、保存用袋

松家まきこ〔作・絵〕 

2,750円
（本体 2,500円）

まん丸のクヌギどんぐり、ちょっとちっちゃいカシ
どんぐり、ヒョロッと細長いマテバシイどんぐり。
自慢のぼうしを裏返すと・・・・どんぐりくんたち
が “コックさん”“消防士”“マジシャン”に大変身! 
楽しい歌と手遊びで子どもたちも大喜び!        ⓓ

もしもどんぐりのぼうしがね

A4変型判（210×272mm）
195×270mm 厚口カラー7枚、脚本、楽譜
絵人形の作り方、手遊びの仕方、保存用袋

松家まきこ〔作・絵〕 

魚の赤ちゃんとお父さん、あれあれ？　
大きいのはどっち？…                          ⓓ

2,310円
（本体 2,100円）

195×270mm 
厚口カラー6枚
脚本、楽譜、作り方
保存用袋

魚の親子
古宇田亮順〔作〕  永山千洋〔絵〕 

2,860円
（本体 2,600円）

動物さんたちは水遊びがだ～い好き！　次々に
「じゃっぽ～ん」と、お池に入ります。 「♪チャッ

ポンチャッポン、ジャブジャブ、ブクブク……」
どんどん増えていく動物のまねっこを楽しみな
がら子どもたちと元気いっぱい遊びましょう！ⓓ

お池にじゃっぽ～ん

A4変型判（210×272mm）
195×270mm カラー厚口2枚、標準厚6枚
脚本、楽譜、絵人形の作り方、保存用袋

松家まきこ〔作〕  大野太郎〔絵〕 

B

B
2,970円

（本体 2,700円）

パネル板の上を移動させると殻のうずまきがク
ルクル回るカタツムリ……あれれ？　ひっくり返
したらヘリコプターになっちゃった！？  クルクル
回るいろんなものが、パッと別なものに大変身！ 
みんな大好きワクワクびっくりの作品です。   ⓓ

くーるくる

A4変型判（210×272mm）
195×270mm カラー厚口8枚、
脚本、楽譜、絵人形の作り方、保存用袋

松家まきこ〔作〕  大野太郎〔絵〕 

2,970円
（本体 2,700円）

そっくりに見える2匹の動物はふたごちゃん？ い
えいえ、よ～く見るとしっぽや手の形が違いま
す。「1・2・3 ばぁ～！」と顔が見えると大歓声！　
手遊びやクイズで遊びましょう。赤ちゃんから年
長さんまで、みんなに喜ばれる作品です。        ⓓ

そっくりさん

A4変型判（210×272mm）
195×270mm 厚口カラー8枚、脚本、楽譜
手遊びの仕方、絵人形の作り方、保存用袋

松家まきこ〔作・絵〕 

A4変型判（210×272mm）
195×270mm カラー厚口8枚、脚本
楽譜、絵人形の作り方、保存用袋

サンタさんのおてつだい
サンタさんと一緒にみんなにプレゼントを届けるよ！ キリンさん、
クマさん、ライオンさん、そして・・・ぼく。プレゼントの箱の中には何
が入っているのかな？  ワクワクがいっぱいな楽しいクリスマスの
作品です。                                                                                                       ⓓ

松家まきこ〔作〕  鈴木えりん〔絵〕 

2,970円
（本体 2,700円）新

2,750円
（本体 2,500円）

手遊びに合わせて「びよ～～ん」と唱えたら、あ
らびっくり！?　小さなハンバーガーやパフェ、
のりまきにオムライスがびよ～～んと大きく大
変身！！ おまけにぱっくんともぐちゃんも…簡単
で楽しいしかけに子どもたちも大喜び！         ⓓ

大きくなぁれ びよ～～ん

A4変型判（210×272mm）
195×270mm 厚口カラー7枚、脚本
楽譜、手遊び、絵人形の作り方、保存用袋

松家まきこ〔作・絵〕 

3,740円
（本体 3,400円）

A4変型判（210×272mm）
195×270mm 厚口カラー10枚、脚本
楽譜、絵人形の作り方、保存用袋

キュッキュとシュッシュとゴッシーの歯ブラシ三
兄弟がバトロールに出発！ 食べ物が歯に詰ま
ってしまった動物たちを助けます。歯磨き指導
にもぴったりの作品です。                                     ⓓ

歯ブラシ三兄弟
松家まきこ〔作〕  大野太郎〔絵〕 

A4変型判（210×272mm）
195×270mm 厚口カラー8枚、脚本
黒パネル布（27×40cm）1枚、楽譜
手遊びの仕方、絵人形の作り方、保存用袋

3,190円
（本体 2,900円）

みんなが大好きなバーベキュー。お肉、野菜を
くしに刺して、鉄板の上で焼きましょう！  焼ける
までの間、手遊びをして遊びます。「にく、やさ
い、にく、やさい、ジュッジュッジュー」楽しい歌
とポーズで大盛り上がりの作品です。              ⓓ

バーベキュー
松家まきこ〔作・絵〕 

2,970円
（本体 2,700円）

みんなが大好きなアイスクリーム！ おとぎ話の
王子と王女が追いかけます。ぼくや私は食べら
れるけれど二人は？ みんなが歌える夏の定番ソ
ングの楽しい作品です。                                         ⓓ

アイスクリームの歌

A4変型判（210×272mm）
195×270mm 厚口カラー8枚
脚本、楽譜、絵人形の作り方、保存用袋

松家まきこ〔作・絵〕 

A4変型判（210×272mm）
195×270mm カラー厚口8枚、脚本
楽譜、絵人形の作り方、保存用袋

こぶたちゃん ばあ！
「いないいないばあ！」とかくれていたこぶたちゃんの顔が出てくる

だけで、０歳の赤ちゃんから年長さん、 ママまで、 みんなびっくり
ニコニコ！　 笑顔があふれます。かわいいこぶたちゃんの表情豊か
な動きが楽しい作品です。 　　　　　　  　　　　　　　　　 ⓓ

松家まきこ〔作〕  鈴木えりん〔絵〕 

2,970円
（本体 2,700円）新



酒井基宏先生
作 品

（えんがいほいくえん にゃにゅにょ）

藤田佳子先生
作 品

A4変型判（210×272mm）
195×270mm カラー厚口3枚、標準厚7枚
脚本、絵人形の作り方、保存用袋

落ち葉でドロン！
きれいな紅葉の枝からひらひら落ちてくる葉っぱでコンちゃんの
体のどこに落ちるか体をタッチしながら 遊びます。さらにお芋が
焼けるまでジャンケン遊びで盛り上がりましょう！　秋の季節にピ
ッタリな、乳児から年長さんまで楽しく遊べる作品です。              ⓓ 

藤田佳子〔作〕  吉野真由美〔絵〕 

3,520円
（本体 3,200円）新

A4変型判（210×272mm）
195×270mm カラー厚口6枚、標準厚2枚
脚本、おまけの下絵、作り方、保存用袋

2,970円
（本体 2,700円）

UFOに乗ってやってきたカラフルな宇宙人たち
がリズミカルにクイズを出すよ！　軽快なテン
ポで出されるヒントをもとに、宇宙人が何を持
ってきたかみんな答えられるかな～？　子ども
たちとノリノリのリズムで楽しめる作品です。ⓓ

リズムdeクイズ
藤田佳子〔作〕  吉野真由美〔絵〕 

お料理＆お誕生日

A4変型判（210×272mm）
195×270mm 厚口カラー15枚、脚本（2種）
手遊びの仕方、楽譜、作り方、保存用袋

6,050円
（本体 5,500円）

「ピンポ～ン！」チャイムを鳴らして訪ねてきた
のは誰かな？ ドアの窓からチラリと見えるしか
けにみんなワクワクドキドキ！　大人気「ピンポ
～ン！」の《お料理篇》とろうそくの火をパッと吹
き消す《お誕生日篇》です。                                 ⓓ

♪ピンポ～ン
藤田佳子〔作〕  吉野真由美〔絵〕 

3

A4変型判（210×272mm）
195×270mm 厚口カラー8枚、脚本、楽譜
手遊びの仕方、絵人形の作り方、保存用袋

2,970円
（本体 2,700円）

カラフルでかわいい５ひきのかえるたちが愛
嬌たっぷりに「ジャッポ～ン！」と池に飛び込み
ます。手遊び歌に合わせて演じるので、初めて
の人でもとっても簡単！　表情たっぷり大きな
動きで子どもたちと遊びましょう！                    ⓓ

いっぴきのかえる
藤田佳子〔作〕  吉野真由美〔絵〕 

A4変型判（210×272mm）
195×270mm カラー厚口4枚、標準厚4枚
裏打ち用パネル布1片、脚本、楽譜、
手遊び、絵人形の作り方、保存用袋

2,530円
（本体 2,300円）

思わず「わぁ～、おいしそう！」の声が上がりま
す。たくさんのカラフルなフルーツを歌と手遊
びでリズムよく盛り合わせましょう。おいしいフ
ルーツパフェが自由に作れます。                     ⓓ

フルーツパフェ大好き♥
藤田佳子〔作〕  吉野真由美〔絵〕 

カラープリントパネルシアター
大東出版社の

カラー印刷パネルシアター
ⓑ……成美堂

ⓢ……埼玉福祉会
　……アスクミュージックamⓐ……アイ企画

ⓜ……メイト
ⓗ……萌文書林ⓣ……東洋文化出版

　……世界文化社
　……ひかりのくに

ⓓ……大東出版社

A4変型判（210×272mm）
195×270mm 厚口カラー8枚、脚本、楽譜、
裏打用パネル布１片、手遊びの仕方
絵人形の作り方、保存用袋

2,970円
（本体 2,700円）

みんなが知っているお話の定番『3びきのこぶ
た』。こぶた、オオカミの登場に、いつもワクワク
ドキドキです。オリジナルの曲と手あそびで一
緒に踊れば、大笑い間違いなし！ 「日常の保育
の現場」での使い易さを追求した作品です。ⓓ

3びきのこぶた
酒井基宏〔作・絵〕 （えんがいほいくえん にゃにゅにょ）

2,970円
（本体 2,700円）

「なんでぞうの鼻は長いの？」みんなの疑問に
『ジャングル・ブック』の作者キップリングさん

が楽しいお話で教えてくれました。子どもたち
の“なぜ？”“どうして？”の気持ちをくすぐる小さ
い子から楽しめるお話です。                              ⓓ

ぞうの鼻はなぜ長い？
酒井基宏〔作・絵〕 （えんがいほいくえん にゃにゅにょ）

A4変型判（210×272mm）
195×270mm 厚口カラー8枚、脚本、楽譜
手遊びの仕方、絵人形の作り方、保存用袋

ハロハロ
ハロウィンの

3,850円
（本体 3,500円）

かぼちゃのおばけに隠れているのは・・・誰？！
ちょっぴりこわいけど、みんなでおばけに変身し
ちゃおう！ クイズや手あそびなど、やりとりいっ
ぱいの作品です♪　ハロウィンの由来の解説
や、「くだもの列車」の絵人形も付いてます！   ⓓ

おばけにへんしんだ！
酒井基宏〔作・絵〕 （えんがいほいくえん にゃにゅにょ）

A4変型判（210×272mm）
195×270mm 厚口カラー10枚、脚本、楽譜
手遊びの仕方、絵人形の作り方、保存用袋

保育の
行事
シリーズ10月

A4変型判（210×272mm）
195×270mm 厚口カラー8枚、脚本、楽譜、
手遊びの仕方、絵人形の作り方、保存用袋

2,970円
（本体 2,700円）

手あそびで人気の『いとまき』のうたが赤ちゃ
んから大人まで楽しめるパネルシアターになり
ました♪ お客さんがたくさん来てこびとさんの
くつ屋は大忙し！ 子どもたちとのやりとりがとっ
ても楽しい作品です。　　　　　　　　    　ⓓ

いとまき
酒井基宏〔作・絵〕 （えんがいほいくえん にゃにゅにょ）

A4変型判（210×272mm）
195×270mm 標準厚カラー9枚、脚本
楽譜、作り方、オリジナル用下絵、保存用袋

3,080円
（本体 2,800円）

高い空からふわふわ降りてくるのは・・・パラシ
ュート！　誰かな誰かな？　かわいい歌に合わ
せて誰のパラシュートかみんなで当てっこしよ
う！ 降りてくるのに合わせてパラシュートが大
きく開いていくと・・・                                           ⓓ

パラシュートふ～わふわ
藤田佳子〔作〕  吉野真由美〔絵〕 

A4変型判（210×272mm）
195×270mm カラー厚口7枚、標準厚1枚
脚本、楽譜、パネル布1片、作り方、保存用袋

3,080円
（本体 2,800円）

赤と白のキャンディをカラフルマシーンに入れ
たら・・・あら不思議！！　ピンクのお洋服が出て
きましたよ！　じゃあ、この色とあの色で、どん
な色のお洋服になるかな？　子どもたちもワク
ワクするとっても楽しい作品です。                   ⓓ

おしゃれひつじ
藤田佳子〔作〕  吉野真由美〔絵〕 

5,500円
（本体 5,000円）

A4変型判（210×272mm）
195×270mm 厚口カラー11枚、モノクロ6枚
脚本、楽譜、手遊びの仕方、絵人形の作り方
保存用袋

子どもから大人まで大人気の「たこ焼きパク
ッ！」がついにカラープリントで登場！！   色塗り
の難しい「焼き色」も着色済みです。どんどんお
いしいたこ焼きをつくりましょう！！                    ⓓ

たこ焼きパクッ！
藤田佳子〔作〕  吉野真由美〔絵〕 

A4変型判（210×272mm）
195×270mm カラー厚口6枚
脚本、手遊び、作り方、保存用袋

2,310円
（本体 2,100円）

野原に青・黄・赤のお花が咲いています。お花
のところに誰かが隠れているようですよ。さあ、
みんなと一緒にお花から出てきた絵と同じポ
ーズをして遊びましょう！！  フルーツバスケット
や表現遊びなどの応用も楽しめます。  　　  ⓓ

ふらふらフラワー
藤田佳子〔作〕  吉野真由美〔絵〕 

オニはどこいった？
子どもたちにとってドキドキの節分。実は春を迎える日だってこと
は知っていたかな。由来を正しく知ることはもちろん、秘密のアイテ
ム“オニめがね”を使って、心にすむオニをやっつけちゃおう！       ⓓ 

酒井基宏〔構成・絵〕   えんがいほいくえん にゃにゅにょ〔原作〕 

3,850円
（本体 3,500円）新

保育の
行事
シリーズ2月

せつぶんとまめまきのお話

A4変型判（210×272mm）
195×270mm 厚口カラー10枚、脚本
楽譜、絵人形の作り方、保存用袋
節分の由来、裏打用パネル布2枚

3,850円
（本体 3,500円）

「♪あかりをつけましょ ぼんぼりに～」でお馴
染みの『うれしいひなまつり』の歌がパネルシ
アターになりました。みんなで歌って、すてきな
おひなさまを完成させちゃおう！　集会で役立
つ“ひなまつりの由来”も付いています。          ⓓ

うれしいひなまつり
酒井基宏〔作・絵〕 （えんがいほいくえん にゃにゅにょ）

A4変型判（210×272mm）
195×270mm 厚口カラー10枚、脚本、楽譜
ひなまつりの由来、作り方、保存用袋

保育の
行事
シリーズ3月

3,850円
（本体 3,500円）

「こどもの日と端午の節句っておんなじ？ ちが
うの？」お馴染みのこいのぼりの歌に合わせて
それぞれの由来をパネルシアターにしました。
意外と知らない『きんたろう』のお話もついて
います。    　　　　　　　　　　　　　　   ⓓ 

酒井基宏〔作・絵〕 （えんがいほいくえん にゃにゅにょ）

A4変型判（210×272mm）
195×270mm 厚口カラー10枚、脚本、楽譜
端午の節句の由来、作り方、保存用袋

保育の
行事
シリーズ5月 こいのぼり こどもの日と

きんたろうのお話

サンタさんの１日と
クリスマスのうた

クリスマスにお馴染みの６つの曲に合わせて進む、サンタクロー
スのお話です。「クリスマスってどんな日？」「サンタクロースって本
当にいるの？」など、ちょっと困る質問の答えも用意しました！      ⓓ 

酒井基宏〔作・絵〕 （えんがいほいくえん にゃにゅにょ）

3,850円
（本体 3,500円）新

保育の
行事
シリーズ12月

A4変型判（210×272mm）
195×270mm 厚口カラー10枚、脚本
絵人形の作り方、裏打用パネル布
クリスマスとサンタの由来、保存用袋

たなばたさま
「ささのはさーらさら…」の〈たなばたさま〉の歌に合わせて、七夕

の由来がステキなパネルシアターになりました。 七夕飾りの意味
や、織姫と彦星のお話、夏の大三角（星座）のお話など盛りだくさ
ん！　七夕の行事にピッタリの作品です。  　　　　　　　　      ⓓ 

酒井基宏〔作・絵〕 （えんがいほいくえん にゃにゅにょ）

3,850円
（本体 3,500円）新

保育の
行事
シリーズ7月

A4変型判（210×272mm）
195×270mm 厚口カラー10枚
脚本、楽譜、絵人形の作り方、保存用袋
たなばたの由来、裏打用パネル布



授業パネルシアター研究会
作 品

A4変型判（210×272mm）
195×270mm 厚口カラー12枚、ワードサーチ
パネルシアターの特徴を活かした活動例 　

「アクティブラーニング」につなげる指導手順の例
4,510円

（本体 4,100円）

スペリングに着目した、楽しく英語を学べます。
子どもたち自らがアルファベットを正しく並べ
ることで主体的学びを促し、記憶に結びつく学
習効果が期待できます。コミュニケーション力
をつける小学校英語教材として最適です。    ⓓ

みんなでチャレンジ!! Alphabet
根岸衣美子〔作〕 宮澤瑠愛〔絵〕

とくしげよしこ先生
作 品

（パネルシアターこんぺいとう）

まねっこたいそうみんなも
いっしょに

A4変型判（210×272mm）
195×270mm 厚口カラー8枚、脚本
絵人形の作り方、体操の仕方、保存用袋

2,970円
（本体 2,700円）

どうぶつたちの動きが、とってもかわいい♪　
まねっこしてたら、楽しいたいそうになりまし
た。いっしょに体を動かすと、子どもたちは大喜
び！すわったままできるたいそうなので、小さな
お子さんから高齢者まで楽しめる作品です。  ⓓ

とくしげよしこ〔作・絵〕 （パネルシアターこんぺいとう）

浅野としゆき先生
作 品

（おはなしらぼ）

バスまってる
バスに乗るの、大好き！ でも、今日はバス、なかなか来ないなあ。
バスを待っている間、歌って踊って楽しんじゃおう！　そこへ「ブッ
ブー」とやってきたのは……。歌と手遊びがとっても楽しい大人気
の絵本がパネルシアターになりました！　　　　　　　　　　ⓓ 

浅野としゆき〔構成〕 きたがわめぐみ〔原作・絵〕

2,970円
（本体 2,700円）新

A4変型判（210×272mm）
195×270mm 厚口カラー8枚、脚本
楽譜、作り方、毛糸、保存用袋

渡辺繁治先生
作 品

（DAN パネ団）

吉四六さんおもしろばなし だんごコブ
一休さんや彦一と並び称される「とんち者」として有名な吉四六さ
ん。実はとんち話だけでなく、みんなが笑えるおもしろ話もあるん
です！　初めて食べただんごがあまりに美味くて、その名前を忘れ
ないように「だんご・だんご・・・」と唱えて帰りますが・・・。             ⓓ 

渡辺繁治〔作・絵〕 （DANパネ団）

2,970円
（本体 2,700円）新

A4変型判（210×272mm）
195×270mm 厚口カラー8枚、脚本
絵人形の作り方、保存用袋

むろきみちる先生
作 品

（パネルシアター ぴっぴ）

A4変型判（210×272mm）
195×270mm 厚口カラー8枚、脚本
絵人形の作り方、おまけのマジック下絵
裏打用パネル布１片、保存用袋

2,970円
（本体 2,700円）

動きがとってもかわいいパンダのパンくんが、
パネルシアターならではの４つのマジックを披
露。「パン！ ツー！ スリー！」のゆかいなかけ声で
パッと変わるしかけに子どもたちも大喜び！  ⓓ 

パンくんのマジックショー
むろきみちる〔作・絵〕 （パネルシアターぴっぴ）

わすれんぼパパ
お父さんは朝、会社に遅れないように必死です。でも、出かける前
にしなければならないことがたくさん。「顔を洗う」「歯を磨く」「ヒ
ゲを剃る」・・・。慌ただしいお父さんの様子を愉快な歌とともに楽
しく演じてください。簡単で楽しいしかけに子どもたちも大喜び！ⓓ

髙橋司〔構成〕  松家まきこ〔絵〕  

2,970円
（本体 2,700円）新

A4変型判（210×272mm）
195×270mm カラー厚口6枚、標準厚1枚
脚本、楽譜、作り方、保存用袋
裏打ち用パネル布

髙橋  司先生
作 品

わけみずえ先生
作 品

A4変型判（210×272mm）
195×270mm 厚口カラー9枚、脚本
楽譜、絵人形の作り方、保存用袋

3,410円
（本体 3,100円）

軽快なリズムの歌にあわせてポン！と手を叩い
て、みんなでたまごを割ってみましょう。いろと
りどりのステキなお料理が並びますよ！楽しい
しかけでみんな大よろこびの作品です♪       ⓓ

たまごをポン!! たまごでおりょうり 
わけみずえ〔作・絵〕

見米 豊先生
作 品

（パネルジャム）

A4変型判（210×272mm）
195×270mm 厚口カラー8枚、脚本
作り方、裏打用パネル布１片、保存用袋

2,970円
（本体 2,700円）

てるてるぼうずのてるてるちゃん、いつも白だか
らきょうはオシャレに大へんしん！ 赤ちゃんから
楽しめて、雨の日でも、晴の日でもいつだってで
きますよ。パネルジャム上演実績400回以上で
得た笑顔満開のイチオシ作品です！　　　    ⓓ 

見米豊〔作・絵〕 （パネルジャム）

てるてるちゃん大へんし～ん！

カラープリントパネルシアター4 大 東 出 版 社 の
カラープリントパネルシアターは絵人形のパーツが
Pペーパーにあらかじめカラープリントされているので、
あとはハサミで切りとって作るだけで簡単に絵人形が完成します。
絵人形の作り方や脚本も付いていますので、すぐに演じることができます。 

カラー印刷パネルシアター

学級保健活動全学年 幼児A4変型判（210×272mm）
195×270mm 厚口カラー7枚
脚本、保健指導案
絵人形の作り方、保存用袋

授業パネルシアター研究会〔監修〕 
田中正代〔作〕    梅津ちひろ〔絵〕 

2,530円
（本体 2,300円）

目には見えないけれど手には“バイ菌”がいっ
ぱい！　食事の前の手洗いの重要さと正しい
“手の洗い方”を学びます。                                 ⓓ

手をあらおう

A4変型判（210×272mm）
195×270mm 厚口カラー8枚
脚本（日本語・英語）、ワークシート
英語劇用脚本、作り方、保存用袋

授業パネルシアター研究会〔監修〕 
根岸衣美子〔構成〕  えむわん〔絵〕  

2,970円
（本体 2,700円）

イソップ寓話「北風と太陽」。日本語と英語の脚
本付きで、幼児向けのお話～小学校高学年の
英語教材としてまで、幅広く利用できます。 ⓓ

北風と太陽 The North Wind 
          and The Sun

英語小学校高学年 幼児

アマビエ
SNSを中心に流行した妖怪アマビエ。豊作と疫病を予言するだけ
でなく、疫病から身を守る方法も教えてくれる妖怪と言われていま
す。伝承をもとにしたお話に、みんなで遊べる似顔絵ゲームをプ
ラス！ 楽しく笑って疫病なんかふっとばそう！                                   ⓓ 

酒井基宏〔作・絵〕 （えんがいほいくえん にゃにゅにょ）

病気から守ってくれる妖怪のお話

A4変型判（210×272mm）
195×270mm 厚口カラー8枚、
脚本、絵人形の作り方、保存用袋
裏打用パネル布2枚

2,970円
（本体 2,700円）新

子どもたちとSDGsでなにつくろ？
　　　　～みんなとできること～

SDGsは「だいすきの気持ちをつなぐ」こと。子どもたちに身近な、
あそび・生活・友だちを題材に、みんなで何ができるかを、パネル
シアターで楽しく考えます。「子どもとできる取り組み例」付         ⓓ 

酒井基宏〔作・絵〕 （えんがいほいくえん にゃにゅにょ）

3,850円
（本体 3,500円）新

A4変型判（210×272mm）
195×270mm 厚口カラー10枚、脚本
絵人形の作り方、裏打用パネル布
もっと知りたいSDGs（解説）、保存用袋

A4変型判（210×272mm）
195×270mm 厚口カラー8枚、脚本
色画用紙4色4枚、作り方、保存用袋

3,080円
（本体 2,800円）

カメレオンのカメ子に恋をしたカピバラ。たく
さんプレ ゼ ントをして気 を 引こうとします
が・・・。 勘違いしたカピバラの恋の行方は？ 身
体の色が変わったり舌が伸びたりするしかけ
など、驚きと楽しさ満載の作品です。　　       ⓓ 

渡辺繁治〔作・絵〕 （DANパネ団）

カメ子とレオンの物語 カピバラの恋



パネルシアター名作選
第2期 全5巻　セット価格 20,900円（本体 19,000円）

❶ とんでったバナナ・すうじの歌
古宇田亮順・松田治仁〔著〕　　　　　　
カラー印刷Ｐペーパー（B4判）8　指導書
バナナが広い場所を飛び回る、歌って踊る「と
んでったバナナ」と、メロディにあわせて踊る

「すうじの歌」の2作品のセットです。               ⓜ

4,180円
（本体 3,800円）

B

B

❷ さるかに合戦
古宇田亮順・松田治仁〔著〕　　　　　　
カラー印刷Ｐペーパー（B4判）8　指導書
古くから語り継がれる日本昔話をパネルシア
ターで表現しました。さるにコミカルな動きを
つけ、特徴を出しました。　　　　　　　　 ⓜ

4,180円
（本体 3,800円）

❸ まるい卵
古宇田亮順・松田治仁〔著〕　　　　　　
カラー印刷Ｐペーパー（B4判）8　指導書
卵から生まれてくる子どもと母親の喜びを、手あ
そびをまじえて表現します。演者の思い切った
演技が多くの子どもたちの喜びを作ります。     ⓜ

4,180円
（本体 3,800円）

B

❹ 赤ずきんちゃん
古宇田亮順・松田治仁〔著〕　　　　　　
カラー印刷Ｐペーパー（B4判）8　指導書
童話でおなじみの赤ずきんちゃんのパネルシ
アターです。登場人物の特徴をいかした話し
方、歌い方を工夫して明るく演じてください。ⓜ

4,180円
（本体 3,800円）

B

❺ だれでしょう
古宇田亮順・松田治仁〔著〕　　　　　　
カラー印刷Ｐペーパー（B4判）8　指導書
昔話の主人公をクイズにした歌遊びパネルシ
アターです。クイズ形式ですので、歌の合間の
子どもたちとの会話を楽しんでください。      ⓜ

4,180円
（本体 3,800円）

B

パネルシアター名作選
第1期 全5巻　セット価格 20,900円（本体 19,000円）

❶ しゃぼん玉とばせ
古宇田亮順・松田治仁〔著〕　　　　　　
カラー印刷Ｐペーパー（B4判）8　指導書
いろいろな動物たちがしゃぼん玉をとばすと、
その動物そっくりのしゃぼん玉がとびだしま
す。楽しいしかけ入りパネルシアターです。   ⓜ

4,180円
（本体 3,800円）

B

❷ かさじぞう
古宇田亮順・松田治仁〔著〕　　　　　　
カラー印刷Ｐペーパー（B4判）8　指導書
ごぞんじ日本昔話の「かさじぞう」がしかけい
っぱいのパネルシアターになりました。ゆっく
りと情緒豊かに演じてください。                      ⓜ

4,180円
（本体 3,800円）

B

❸ まんまるさん
古宇田亮順・松田治仁〔著〕　　　　　　
カラー印刷Ｐペーパー（B4判）8　指導書
まんまるさんから手が出て、足が出て、いろい
ろな動物に変化します。パネルシアターならで
はのしかけがたっぷりつまった作品です。     ⓜ

4,180円
（本体 3,800円）

B

❹ 大きなだいこん
古宇田亮順・松田治仁〔著〕　　　　　　
カラー印刷Ｐペーパー（B4判）8　指導書
種をまいて、芽が出て、大きくなっただいこん
を家族みんなでひっぱります。子どもたちとか
け声を合わせながら演じてください。             ⓜ

4,180円
（本体 3,800円）

B

❺ きれいなお窓
古宇田亮順・松田治仁〔著〕　　　　　　
カラー印刷Ｐペーパー（B4判）8　指導書
かわいいおうちの窓を開いてみると、そこには
いろいろな動物たちが住んでいます。子どもた
ちに言葉がけをしながら進めていくお話です。ⓜ

4,180円
（本体 3,800円）

B

うたあそび・ゲームあそび

5カラー印刷パネルシアター
ア イ 企 画 ・ メ イ ト ・ そ の 他 の

カラー印刷パネルシアター

4,400円
（本体 4,000円）

ごめんな・サイです
なべさん〔構成〕黒須和清〔絵〕
うた／ごめんな・サイです
ちょっとした失敗やいたずらをした時は、“ごめ
んな・サイ”にへんしーん！あら不思議。素直に

「ごめんなさい」が言えちゃいますよ。             ⓐ

残僅

B

てをたたこ
渡辺繁治〔作・画〕
うた／てをたたこ
おなじみ「うれしいときにはてをたたこ」で始
まる歌にあわせて、いつの間にか数字の学習
ができるパネルシアターです。                         ⓐ

5,280円
（本体 4,800円）

B

4,400円
（本体 4,000円）

くいしんぼおばけ号
秋田桂子〔脚本〕わけみずえ〔絵〕
うた／くいしんぼおばけ
おばけの子が冷蔵庫からつまみ食いするものは？
パネルあそび／へんてこおしくらまんじゅう
おしくらまんじゅうで顔と体が入れ替わった！？    ⓐ

B

ふわりくも
ケロポンズ〔作〕あおきひろえ〔絵〕

空に浮かぶ雲はいろいろな形をしているね。じ
ーっと見てたら、何に見えてきたかな？ 言葉の
やりとりを楽しめるパネルシアターです。       ⓐ

5,500円
（本体 5,000円）

B

19,800円
（本体 18,000円）

きせつのうた ４巻セット
月下和恵〔作・絵〕

チューリップ／ぶんぶんぶん
おはながわらった／こいのぼり

あめ／かたつむり／かえるの合唱
たなばたさま／みずあそび 

どんぐりころころ／つき
しょうじょうじのたぬきばやし／まつぼっくり

あわてんぼうのサンタクロース
サンタクロースがやってくる／豆まき

あきのうた

はるのうた

なつのうた

ふゆのうた

4,620円
（本体4,200円）

5,280円
（本体4,800円）

4,620円
（本体4,200円）

5,280円
（本体4,800円）
ⓐ

B

B

B

B

あしあと　みつけた！
古宇田亮順〔著〕
カラー印刷Ｐペーパー（B4判）8　指導書
森の中でいろいろな足跡と遭遇するタカシく
ん。なぞなぞあそび歌で進行する、誰にでもす
ぐにできるユーモア満載のパネルシアター。  ⓜ

4,180円
（本体 3,800円）

B

おはなしがいっぱい！

三びきのやぎとトロルのおはなし
藤田佳子〔構成〕吉野真由美〔絵〕

子どもたちの大好きな北欧の昔ばなし。こわ
いトロルと三匹のやぎの知恵くらべ。わくわく
ドキドキ、最後にホッとするお話です。           ⓐ

4,400円
（本体 4,000円）

B

３びきのこぶた号
荒木文子〔脚本〕やべみつのり〔絵〕
おはなし／３びきのこぶた
うた／だぁして　ひっこめてこんにちは！
こぶたのかわいい表情、おおかみのユーモラ
スな動き。たいへん楽しいパネルシアター。 ⓐ

4,400円
（本体 4,000円）

B

にんじん だいこん ごぼう号
荒木文子〔脚本〕夏目尚吾〔絵〕
おはなし／にんじんさん ごぼうさん だいこんさん
シルエットクイズ／これ、なあに？
絵人形の動きがユニークな作品。シルエットク
イズの意外な答えも楽しみです。                     ⓐ

4,400円
（本体 4,000円）

B

おおきなかぶ号
荒木文子〔構成〕
うた／ふしぎなポケット……和歌山静子〔絵〕
おはなし／おおおきなかぶ……安和子〔絵〕
うたとおはなしが絵本作家のすてきな絵でパ
ネルシアターになりました。                                   ⓐ

4,268円
（本体 3,880円）

B

となりのとこやさん
佐藤弘道・谷口國博〔作〕ノラビット！〔絵〕

カリスマ理容師が悩める動物たちをカリスマ
カットでハッピーにしていきます。歌と振り付
けでお話がすすみます。                                    ⓐ

4,620円
（本体 4,200円）

B

おばけマンション 2
鈴木翼〔作〕村上康成〔絵〕

今度の探検は、カボチャ頭になってしまった
デーテルにかけられた魔法を解くお手伝い。
おばけマンション探検ツアーに、さぁ出発！  ⓐ

5,500円
（本体 5,000円）

B

おばけマンション
鈴木翼〔作〕村上康成〔絵〕

あそびうた作家と絵本作家のコラボ作品。観
客を“おばけマンション探検ツアー”に案内し
ます。　　　　　　　　　　　　　　          ⓐ

5,280円
（本体 4,800円）

B

カラープリントパネルシアター
大 東 出 版 社 の
カラー印刷パネルシアター

有名なお話の作品と、小学校3年の道徳
用の、二つの脚本を収録！                       ⓓ

2,750円
（本体 2,500円）

195×270mm 
厚口カラー8枚
脚本2種、作り方
道徳3年指導案他

ロバと親子
古宇田亮順・田中正代〔作〕    松田治仁〔絵〕 

道徳3年
国語
幼児

“食物アレルギー”の危険な症状と“除去食”
について学びます。         　　　　　　  ⓓ

2,750円
（本体 2,500円）

195×270mm 
厚口カラー8枚
脚本、作り方
保存用袋

食物アレルギーを知ろう
梅津ちひろ〔作・絵〕 学級保健活動全学年

子どもの大好きな身近な食べ物を題材
に「2分の1」と「分数」を学びます。         ⓓ

2,750円
（本体 2,500円）

195×270mm 
厚口カラー8枚
脚本、作り方
算数2年指導案他

分けた大きさをあらわそう
松井敏子〔作〕    和気瑞江〔絵〕 算数2年

小学校低学年

幼児
特別支援

時計の読み方、時刻と行動など、いろいろ
な使い方で“時間”を楽しくマスター。    ⓓ

2,310円
（本体 2,100円）

195×270mm 
厚口カラー6枚
活用例、作り方
裏打用パネル布

ウォッチくん
田中正代〔作〕    Mazza〔絵〕 

道徳4年 国語A4変型判（210×272mm）
195×270mm 厚口カラー6枚
脚本、道徳4年指導案、ワークシート
絵人形の作り方、保存用袋

授業パネルシアター研究会〔監修〕 
田中正代〔作〕    えむわん〔絵〕 

2,310円
（本体 2,100円）

ひび割れて自身を責める水がめに、男のとった
行動は・・・。自分のよいところを伸ばしていこう
とする心情を育てます。                                       ⓓ

花を咲かせた水がめの話
嘘をつかないで生活することの
素晴らしさを考えます。           ⓓ

2,640円
（本体 2,400円）

195×270mm 
厚口カラー7枚
脚本、作り方
道徳1年指導案他

ひつじかいとおおかみ
田中正代〔作〕    山本浩二〔絵〕 道徳1年

国語
幼児

3,190円
（本体 2,900円）

195×270mm 
厚口カラー8枚
チュール、作り方
国語1年指導案他

漢字のなりたち
田中正代〔作〕    えむわん〔絵〕 国語1年

形や姿、様子から漢字が生まれてきたこ
とを視覚的にとらえることができます。 ⓓ

行事のパネルシアター
全5巻　セット価格 23,870円（本体 21,700円）

クリスマスのうたがきこえてくるよ
新沢としひこ〔歌・監修〕鈴木えりん〔絵〕
うた／クリスマスのうたがきこえてくるよ
サンタクロースから届いたプレゼントはなぁ
に？うたも、おはなしも、パネルシアターならで
はの楽しいしかけがいっぱい！　　　　          ⓐ

5,500円
（本体 5,000円）

B

❶ こいのぼり
古宇田亮順〔著〕中沢正人〔絵〕
カラー印刷Ｐペーパー（B4）8　指導書
龍門の滝を登り、龍になれば願い事がかなう
̶̶魚たちは川の平和を願い滝を目指して旅
に。こいのぼりの由来を楽しいお話で紹介。 ⓜ

4,180円
（本体 3,800円）

B

❷ たなばた
日本幼年教育研究会〔著〕たじまじろう〔画〕
カラー印刷Ｐペーパー（B4）8　指導書
織り姫と彦星は一緒にいることが楽しくて、働
くのを忘れてしまい……。七夕伝説を美しいブ
ラックシアターで紹介します。                          ⓜ

6,380円
（本体 5,800円）

B

❸ 十二支のおはなし
日本幼年教育研究会〔著〕宇田川幸子〔画〕
カラー印刷Ｐペーパー（B4）8　指導書
十二支がどのように決まったのか、ネコがネズ
ミを見ると追いかけまわすのはなぜか、その
理由がこのお話でわかります。                        ⓜ

4,180円
（本体 3,800円）

B

❹ せつぶん
月下和恵〔著〕水野ぷりん〔画〕
カラー印刷Ｐペーパー（B4）8　指導書
2月3日の『節分の日』にいったいどうして豆を
まくようになったのでしょう……、という昔々か
ら伝えられているお話です。                             ⓜ

4,180円
（本体 3,800円）

B

❺ ひなまつり
関  稚子〔著〕鈴木博子〔画〕
カラー印刷Ｐペーパー（B4）10　指導書
体が弱く、家の中でばかり過ごしているひなち
ゃんに小鳥さんが「ひとがた」をした木切れをく
れます。ひなまつりの由来が楽しいお話に。  ⓜ

4,950円
（本体 4,500円）

B

いたいのいたいのとんでいけ
松家まきこ〔パネル案〕鈴木えりん〔画〕
カラー印刷Ｐペーパー（B4判8枚）、指導書、楽譜
赤ちゃんにたんこぶができて泣いちゃった! 
“いたいのいたいのとんでいけ”とうたうと…。
あ! 泣き止んだ！  でも、僕にたんこぶが…

3,300円
（本体 3,000円）

B

am



へんてこもぐもぐかいじゅう
藤本ともひこ〔作・絵〕

カラー印刷Ｐペーパー（A4）7 解説書
かいじゅうが美味しいものをもぐもぐしながら
困りごとや悩みを変てこな方法で解決！         ⓐ

3,300円
（本体 3,000円）

3,300円
（本体 3,000円）

いけ！ 大漁丸！
浦中こういち〔作・絵〕
カラー印刷Ｐペーパー7
裏打ち用パネル布1  毛糸  解説書
毛糸を使ったしかけで、海の底にかくれてい
る ” えもの ” を釣り上げよう！        　　　　  ⓐ

うたってあそぼ！ おいかけっこでわらべうた
つきおかようた〔原作・絵〕松家まきこ〔脚本・構成〕

変幻自在のたこと、それを追いかけるねこ。な
つかしいわらべうたを子どもたちと一緒に楽し
く歌いながらたこのゆくえを探しましょう！     ⓑ

2,750円
（本体 2,500円）

へんしんクレヨン
浦中こういち〔歌・絵〕松家まきこ〔脚本・構成〕

へんしんクレヨンで、いろいろなものを描いて
みたら・・・スケッチブックからとびだして、どんど
んへんしんしていきます！　　　　　　　   ⓑ

2,750円
（本体 2,500円）

うたってあそぼ！ やおやのおみせ
松家まきこ〔脚本・構成〕菊池きよみ〔絵〕

きゅうりは「あるある」、トマトも「あるある」、で
も、パンツは・・・？「ないない！」　かけ合いが楽
しい『やおやのおみせ』で遊びましょう。 　　 ⓑ

2,750円
（本体 2,500円）

3,300円
（本体 3,000円）

バスにのって~サファリへGO！~
谷口國博〔作〕西内としお〔絵〕
カラー印刷Ｐペーパー7
裏打ち用パネル布　解説書
バスにのってゆられてる♪ ゴー！ゴー！でおな
じみの大人気ソングがパネルシアターに！    ⓐ

3,300円
（本体 3,000円）

あしたてんきになあれ
中川ひろたか〔作〕山本直孝〔絵〕

カラー印刷Ｐペーパー6　解説書
動物さんたちにぴったりのくつを選んで、げん
きにとばそう！ あしたてんきになあれ♪　   ⓐ

3,300円
（本体 3,000円）

たんじょう日には
ケロポンズ〔作〕鈴木えりん〔絵〕
カラー印刷Ｐペーパー7
裏打ち用パネル布2　解説書
ケロポンズのうたにあわせて、ケーキやプレ
ゼント、ごちそうが登場します。　　　　　  ⓐ

3,300円
（本体 3,000円）

あかいりんご
わけみずえ〔構成・絵〕なかのひろたか〔原作〕
カラー印刷Ｐペーパー6・解説書
名作絵本がパネルシアターに！   おはなしも分
かりやすく、0・1・2歳児から楽しめます。        ⓐ

わくわくパネルシアターキット

カラー印刷パネルシアター6 アイ企画・メイト・その他の
カラー印刷パネルシアター

蛍光カラー印刷パネルシアター
（ブラックライト用作品）

Ｐペーパーに蛍光カラー印刷済。ブラックパネルシアターをすぐ始められます。

変身おばけちゃんのはらぺこ大冒険
松家まきこ〔脚本・構成〕今井久恵〔絵〕

いつもおいしそうなものを探しているはらペこ
おばけちゃん、いろんなものを夢中でぱくぱくし
てたら自分まで大変身！　　　　　　　　　ⓑ

2,750円
（本体 2,500円）

どっち？ どっち？ どっちかな？
浦中こういち〔脚本・絵〕松家まきこ〔監修・構成〕

はらぺこの動物さんたち。ふたつのそっくりな
形のうち、ひっくり返すとおいしいものが出てく
るのは、どっちかな？　　　　　　　　　　 ⓑ

2,750円
（本体 2,500円）

どろろん！ 忍者学校
松家まきこ〔脚本・監修〕今井久恵〔絵〕

忍術特訓中の青・赤・黄のなかよし忍者3人組。
伝説の巻き物のありかが描かれたなぞの地図
見つけて・・・。                    　　　　　　　　　ⓑ

2,750円
（本体 2,500円）

モクモクくものレストラン
松家まきこ〔脚本・監修〕
いわいざこまゆ〔絵〕
動物たちが空を見上げると、おいしそうなくも
がモクモクと・・・いろんな形のくもを組み合わ
せて、遊んじゃおう！                                                   ⓑ

2,750円
（本体 2,500円）

A4判カラー印刷パネルシアター

2,860円
（本体 2,600円）

５つのメロンパン
中川ひろたか〔作〕はた こうしろう〔絵〕
カラー印刷Ｐペーパー（A4）5
しかけ用白Ｐペーパー　解説書
あそびうた「５つのメロンパン」がパネルシア
ターに。手あそびしながら演じられます。      ⓐ

それはボク
中川ひろたか〔作〕てづかあけみ〔絵〕
カラー印刷Ｐペーパー サイズ３種7 　
裏打用パネル布  解説書

「 なあに 」「 だあれ 」となぞなぞのようなうた
が、パネルシアターになりました。                     ⓐ 

3,080円
（本体 2,800円）

3,080円
（本体 2,800円）

これ！だれの？
浦中こういち〔作・絵〕
カラー印刷Ｐペーパー（A4）5 （A5変）2　
しかけ用Ｐペーパー1枚　解説書
忘れ物のクリーム絞り袋、のこぎり、はさみ、ミ
シン、ジャッキまで！いったい、これ！だれの？ⓐ

3,080円
（本体 2,800円）

まちのおふろやさん
福田 翔〔作〕亀澤裕也〔絵〕
カラー印刷Ｐペーパー（A4）7
裏打ち用パネル布1枚　解説書
まちのおふろやさんに入っていたけんちゃん。
すると泡だらけのだれかがやって来て・・・  ⓐ

3,080円
（本体 2,800円）

トコトコぼうし
中川ひろたか〔作〕佐々木一澄〔絵〕
カラー印刷Ｐペーパー（A4）7
裏打ち用パネル布1枚　解説書
ぼうしがトコトコあるいてきたよ。みんなにぴ
ったりのぼうしを見つけてあげよう！　　　ⓐ

3,080円
（本体 2,800円）

おたんじょうびのハッピールーレット
松家まきこ〔作〕鈴木えりん〔絵〕
カラー印刷Ｐペーパー（A4）7
紙パーツ2枚　解説書
進行役のカバくんと一緒にルーレットを回し
てお誕生日を楽しくお祝いしましょう！　　ⓐ

うれしいひなまつり
古宇田亮順〔構成〕勝山睦美〔絵〕

うれしいひなまつりの歌に合わせて演じるブ
ラックパネルシアター。すべての絵人形を並べ
ると豪華な五段かざりになります。                  ⓐ

6,380円
（本体 5,800円）

B

おりひめとひこぼし
月下和恵〔構成〕勝山睦美〔絵〕

天の川にまつわる、心にしみる七夕のおはな
し。星々が光り輝く幻想的な世界をお楽しみ下
さい。   　　　　　　　　　　　　　　       ⓐ

5,500円
（本体 5,000円）

B

おばけなんてないさ
月下和恵〔構成〕せきしいずみ〔絵〕

「おばけなんてないさ」のうたに合わせてかわ
いい西洋おばけが登場。すてきなブラックパ
ネルシアターの世界をお楽しみください。    ⓐ

6,380円
（本体 5,800円）

B

メリークリスマス
月下和恵〔構成〕森下文江〔絵〕

「赤鼻のトナカイ」と「ジングルベル」の歌にの
せて、クリスマスをお祝いします。                    ⓐ

6,380円
（本体 5,800円）

B

おもちゃのチャチャチャ
月下和恵〔著〕木曽健司〔画〕

セット内容：蛍光カラー印刷Ｐペーパー（B4判
6枚）、裏打ち用パネル布（白1枚）、指導書（A4
変型12頁、1色刷）、収納用封筒                        ⓜ

5,280円
（本体 4,800円）

B

　　一本の鉛筆
古宇田亮順〔構成〕松田治仁〔画〕

美空ひばりさんが歌う同名曲のシングルCD付き
平和教育や老人ホーム等のボランティア活動
などにもご活用いただけます。                        ⓐ

16,500円
（本体 15,000円）

C

どこでねるの
月下和恵〔著〕わらべきみか〔画〕

セット内容：蛍光カラー印刷Ｐペーパー（B4判
6枚）、指導書（A4変型12頁、1色刷）、収納用封
筒                                                                            ⓜ

4,950円
（本体 4,500円）

B

サンタが町にやってくる
月下和恵〔著〕田中四郎〔画〕

セット内容：蛍光カラー印刷Ｐペーパー（B4判
8枚）、裏打ち用パネル布（黒1枚）、指導書（A4
変型12頁、1色刷）、収納用封筒                        ⓜ

6,380円
（本体 5,800円）

B

うさぎ野原のクリスマス
関稚子〔パネル案〕市川彰子〔画〕
セット内容：蛍光カラー印刷Ｐペーパー

（B4判8枚）、指導書、楽譜
新沢としひこ・中川ひろたかの人気の歌「うさぎ
野原のクリスマス」がブラックパネルに！

4,950円
（本体 4,500円）

am

B

おばけセット
松家まきこ〔パネル案〕鈴木えりん〔画〕

セット内容：蛍光カラー印刷Ｐペーパー（B4判8
枚）、指導書、楽譜   『今夜はハロウィンナイト』

『ダークダークハウス』の2つの演目入り。 

4,950円
（本体 4,500円）

am

B

3,300円
（本体 3,000円）

はたけのポルカ
酒井基宏〔作・絵〕

カラー印刷Ｐペーパー7・解説書
野菜を食べてしまう動物をつかまえて、一緒に

『ポルカ』を踊っちゃう愉快な作品です。     ⓐ

3,300円
（本体 3,000円）

にゃぁクション！
浦中こういち〔作・絵〕
カラー印刷Ｐペーパー（A4）5・（A5変）2
しかけ用白Ｐペーパー　解説書等
みんなで楽しいりんご狩り。でもねこくんのク
シャミでいろんな物が飛ばされちゃう！        ⓐ

しかけ３巻セット
セット価格 11,847円（本体 10,770円）

3,949円
（本体 3,590円）

カレーライス号
月下和恵〔作・画〕
うた／カレーライスのうた

「カレーライスのうた」に合わせてお鍋に材料
を入れると、あらあら不思議、おいしそうなカ
レーのできあがり。　　　　　　　　　　   ⓐ

B

3,949円
（本体 3,590円）

かくれんぼ号
月下和恵〔作・画〕

チューリップのうしろに誰がかくれているか
な？こたえはちょうちょう。子どもたちの大好き
な生き物たちが登場します。　　　　　　   ⓐ

B

3,949円
（本体 3,590円）

手をたたきましょう号
月下和恵〔作〕しばはら・ち〔画〕
うた／手をたたきましょう
てあそびうた／山小屋いっけん
動物の表情が3通りに楽しめたり、うさぎが顔を
だしたり、予想しない展開が楽しい作品です。 ⓐ

B

小学校の授業で使うパネルシアター

5,184円
（本体 4,800円）

忍者の呪文（かけ算・他）
授業パネルシアター研究会〔作〕
酒井基宏〔絵〕
何者かに動物の姿にかえられてしまった忍者た
ちを、かけ算九九の呪文を使って元の姿にもど
します。さあ、忍者を救う旅に出発しましょう！  ⓢ

B

6,480円
（本体 6,000円）

安全ロボット君と
いのちを守る４つのアイテム
宮田美恵子〔原作・監修〕田中正代〔構成〕
大田理恵〔絵〕
学校帰りに怖いことが起こったら？自分で自分を
守るアイテムをロボット君が教えてくれます。     ⓢ

B

5,184円
（本体 4,800円）

道案内をしよう／What animal?
授業パネルシアター研究会〔作〕
大田理恵〔絵〕
イラストを見て建物や職業、動物の名前を英
語で覚えよう。さらにボード上に作られた架空
の町で、英語で道案内してみよう！                   ⓢ

B

食べ物大好き！  三つの仲間
授業パネルシアター研究会〔作〕
大田理恵〔絵〕
自分の成長や健康にとって「赤・黄・緑」の食べ
物をバランスよく食べることの大切さを題材に
した食育パネルシアターです。　　　　　　 ⓢ

5,184円
（本体 4,800円）

B

防犯・防災・保健活動

4,950円
（本体 4,500円）

いかのおすしが合言葉
月下和恵〔作〕せきしいずみ〔画〕

犯罪から身を守る五つのキーワード“いかのお
すし”を覚えます。こんな時はどうするの？と問
いかけ、子どもたちの防犯意識を高めます。ⓐ

B

4,950円
（本体 4,500円）

ぐらぐらゆれても、あわてない！
月下和恵〔作〕瀧本浩一〔監修〕

地震発生時に部屋の中や街の様子がどのよう
に変化し、どのように行動すればよいのかを学
ぶ、防災教育のためのパネルシアターです。ⓐ

B

4,400円
（本体 4,000円）

虫歯予防
月下和恵〔作〕うつろあきこ〔絵〕
東社協保育士会保健部会〔監修〕
おはなし／ムッシバンをやっつけろ
おはなしの中で、歯磨きの大切さを説明しま
す。「あっ！」と驚くしかけが評判です。             ⓐ

B

うんちのはなし
藤田佳子〔構成〕せきしいずみ〔絵〕
全国保育園保健婦看護婦連絡会〔監修〕
おはなし／ショーカマンと元気なうんち
食べ物が体の中でどのように変化し「うんち」
になっていくかを知る探検の旅。                    ⓐ

4,400円
（本体 4,000円）

B



この商品はPペーパーに絵人形の下絵が黒１色で印刷されています。
あとは色を塗って切り取るだけ!  また脚本と演じ方、絵人形の作り方を
詳しく解説。初めてパネルシアターに取り組む方に最適です。

たのきゅうとだいじゃ
はてなとおひさま

下絵Pペーパー16／大蛇が「たのきゅ
う」の名前を間違えて…。他               ⓜ

2,619円（本体 2,381円）

くれよんしゅしゅしゅ
げんこつやまのなかまたち

下絵Pペーパー13／16色のくれよん
が色々なものに色をつけて…。他    ⓜ

2,619円（本体 2,381円）

おだんごころころ
おふろだいすき

下絵Pペーパー16／お爺さんとお婆さ
んの作ったお団子が転がって…。他 ⓜ

2,410円（本体 2,191円）

どっこいしょだんご
まほうのそうがんきょう

下絵Pペーパー16／おなじみの昔話
「どっこいしょだんご」。他                   ⓜ

3,144円（本体 2,858円）

さるとかに
たまごがころん

下絵Pペーパー20／ごぞんじ昔話の
「さるとかに」です。他                          ⓜ

3,190円（本体 2,900円）

三つのねがい
やまのおんがくか

下絵Pペーパー16／女神の三つのお
願いを貧しい夫婦はどう使う？他     ⓜ

3,300円（本体 3,000円）

気球に乗ったよ
プレゼント

下絵Pペーパー16／動物が気球に乗る
と、空からいったい何が見える？他 ⓜ

3,300円（本体 3,000円）

下絵Pペーパー11／楽しくてゆかいな
昔話「へっぷり嫁さま」                        ⓜ

2,970円（本体 2,700円）
へっぷり嫁さま

おあそびパネルシアター専用のパネルボード。軽量
＆コンパクト、二つ折りで収納や持ち運びにも便利。
切り抜いて使える、図形あそびの印刷済Pペーパー、
便利なバッグつき！                                                      ⓐ

おあそび
パネルシアターボード
使用時A3サイズのおあそび
パネルシアターボード
専用バッグ、B5判カラー
印刷済Pペーパー1枚

1,650円
（本体 1,500円）

おさんぽるんるん♪ 
藤田佳子〔作〕   吉野真由美〔絵〕 
B5判カラー印刷済Pペーパー2枚
B5判Pペーパー (無地)1枚、
説明書、保存袋

1,100円
（本体 1,000円）

うさぎとかめ
ぞうさん
おおきなかぶ
ねずみのよめいり
ブレーメンのおんがくたい
おおかみと7ひきのこやぎ
おむすびころりん

お母さんやぎ・子やぎ6匹・末っ子やぎ・おおかみ・おおかみ
のおなか・時計・ドア・テーブル・長イス・イス2個・石2個

おじいさん・おばあさん・ねずみ4匹・草2個・おむすび2個・
お弁当箱・ごちそう・宝箱・ふきだし・家

ロバ・いぬ・ねこ・オンドリ・ドロボウ2・家・ごちそう・窓・草

お父さん・お母さん・ちゅうこ・ちゅうた・花嫁・花婿・おひさま・
雲・風・かべ・草

おじいさん・おばあさん・孫むすめ・いぬ・ねこ・ねずみ・かぶ・
土・草2

ぞうさん親子・きりんさん親子

うさぎさん・かめさん・たぬきくん・きつねくん・ぶたくん・旗2・
山・草花・しげみ

1,572円
（本体 1,429円）

1,572円
（本体 1,429円）

1,572円
（本体 1,429円）

1,572円
（本体 1,429円）

1,572円
（本体 1,429円）

1,572円
（本体 1,429円）

1,572円
（本体 1,429円）

S

S

S

S

S

S

S３びきのこぶた

セット内容：解説書・絵人形（大ぶた
ちゃん・中ぶたちゃん・チイぶたちゃ
ん・おおかみ・レンガの家・木の家・わ
らの家・草花2）

あかずきんちゃん

セット内容：解説書・絵人形（あかずきん
ちゃん・おおかみ・おばあちゃん・りょう
し・まど・ベッド・おふとん・森・草花2）  

1,572円
（本体 1,429円）S

1,572円
（本体 1,429円）S

いつでもどこでもすぐに楽しめる、コンパ
クトなパネルシアターです。子どもの小
さな指でも扱いやすく、絵人形はカラー
6色印刷・切りぬき・糸どめ済みなので、
手にしたその日から遊べます。

寸法160×160mm

パネルメイト
メイトの

関  稚子〔著〕

下絵印刷
パネルシアターセット

メイトの

阿部 恵〔作・脚本〕
指導書（B5判16頁2色刷）付   縦257×横363mm

7ミニカラーパネルシアター他
アイ企画の

カラー印刷パネルシアター

おかあさんと、お友だちと、
ひとりでも楽しめる

「おあそびパネルシアター」

おあそび
パネルシアター

アイ企画の

カードに描かれた道を、パズルのようにつなぎ合わせな
がらお散歩したり、自分だけの町をつくったり、幼児～小
学生まで幅広く楽しめる作品です。お家や車などのパー
ツで広がる世界は無限大！                                                 ⓐ

S S

食育パネルシアター
全3巻　セット価格 12,540円（本体 11,400円）

4,180円
（本体 3,800円）

　  食べ物クイズ
❶ なにがはいっているのかな？
室田洋子〔監修〕津田直美〔画〕
カラー印刷Ｐペーパー（B4）8　指導書
料理とその食材について、クイズ形式で興味
をつなげていくパネルシアターです。　　　ⓜ

B

4,180円
（本体 3,800円）

❷ いわしのひらき
藤田佳子〔著〕冬野いちこ〔画〕
カラー印刷Ｐペーパー（B4）8　指導書
手あそび歌「いわしのひらき」を楽しむととも
に、さかながひらきになったり、骨になったりす
ることから、食材への興味・関心を育てます。ⓜ

B

4,180円
（本体 3,800円）

❸ ワン太くんのお弁当づくり
古宇田亮順〔監修〕
松家まきこ〔著〕いとうなつこ〔画〕
カラー印刷Ｐペーパー（B4）8　指導書
30種類以上の料理のパーツを用意して、おい
しくバランスのよいお弁当を作りましょう。   ⓜ

B

とっても不思議なマジックパネル！

野菜・くだものだーい好き！
古宇田亮順〔著〕
マジックパネル4枚・収納用封筒・指導書
4枚のマジックボードに描かれた15種類の野
菜やくだもの。1つ選んでもらい、質問をする
だけで選んだ絵をぴたりと引き出します。    ⓜ

4,104円
（本体 3,800円）

あてっこマジックパネルシアター

C

ミニカラーパネルシアター
B5サイズのＰペーパー4枚に絵人形がカラー印刷されています。
切りとればコンパクトサイズのカラーパネルシアターの出来上がり。

1,650円
（本体 1,500円）

誰のあしあと？
古宇田亮順〔作〕松家まきこ〔絵〕　
野原に足あとがあるよ。一体、誰のかな？　様々
な足あとから動物をあてっこします。下絵集付
きで、可愛らしいキャラクターが増やせます。ⓐ

1,650円
（本体 1,500円）

とんとんとん  こんにちは！
古宇田亮順〔作〕松田治仁〔絵〕
まる、さんかく、しかく、あなぼこ……色々な形
のお家を訪ねていくと、そこは動物さんのお
家。子どもたちの大好きな動物が次々に登場し
ます。　　　　　　　　　　　　　　　　    ⓐ

1,650円
（本体 1,500円）

ポンポンポケット
古宇田亮順〔作〕月下和恵〔構成・絵〕
楽しい歌に合わせて、動物たちのポケットに入
っているものをあてっこしましょう。シンプルな
構成で演じやすい作品です。動物が増やせる下
絵付き。 　　　　　　　　　　　　　　　  ⓐ

1,650円
（本体 1,500円）

みんなねんね
藤田佳子〔作〕吉野真由美〔絵〕
子守唄に合わせて動物たちがねんねするかわ
いいお話。お昼寝前のひと時におすすめです。
オリジナル子守唄楽譜付き！                                ⓐ

せんたく変身しゃわらららん
松家まきこ〔作・絵〕
ケンちゃんが洗濯をしていると動物たちがやっ
てきて……。犬やネコが洗濯物をかぶって大変
身。歌に合わせて、しかけで面白く遊べます。  ⓐ

1,650円
（本体 1,500円）

1,650円
（本体 1,500円）

ぐんぐん大きくなった！
松家まきこ〔作・絵〕
ちいさなちいさな、あおむしくん、おたまじゃく
しくん、かたつむりくんたちは、いっぱい食べ
て、いっぱい遊んで、ぐんぐん大きくなります!  ⓐ

1,650円
（本体 1,500円）

すみとわらとまめ
月下和恵〔作〕安 和子〔絵〕
料理される寸前に逃げ出したすみ、わら、まめ
が一緒に冒険に出かけていく、何ともおもしろ
い昔話です。　　　   　　　　　　　　　　ⓐ

1,650円
（本体 1,500円）

いぬのおまわりさん
酒井基宏〔作・絵〕
みんなで歌える童謡「いぬのおまわりさん」に
合わせて演じる作品です。しかけも簡単！ 初め
てという方にもおすすめです                              ⓐ

1,650円
（本体 1,500円）

手遊び編　バスでおでかけ
菊地政隆〔作〕大田理恵〔絵〕

「頭肩ひざポン」など、みんなが知っている手遊
びをしながら、子どもたちと一緒にパネルシア
ターを楽しめます。手遊び解説書付き。            ⓐ

1,650円
（本体 1,500円）

手遊び編　船にのって出発だ‼
菊地政隆〔作〕大田理恵〔絵〕
コアラ、ワニ、キリン、犬と可愛らしい動物たち
が登場して、手遊びをしながら楽しめます。小さ
い子どもにもぴったり。手遊び解説書付き。    ⓐ

1,650円
（本体 1,500円）

森のアイスクリームやさん
後藤紀子〔作〕黒須和清〔絵〕
パネルシアターでアイスクリームやさんごっこ
はいかが？　遊び歌と、子どもたちとのかけあ
いが楽しい作品です。

1,650円
（本体 1,500円）

さ～て、このこはだ～れ？
後藤紀子〔作〕黒須和清〔絵〕
毛糸とＰペーパーを組み合わせて作る動物た
ち。顔の表情を色々に変えて遊べます。歌に合
わせてかけあいを楽しみましょう。

1,650円
（本体 1,500円）

おたんじょうび、うれしいな！
月下和恵〔作〕ほし・きらら〔絵〕
さるくんとねこちゃんと一緒に、お誕生日をお
祝いしましょう。簡単なしかけで、１段のケーキ
が３段ケーキに早変わり。毎月のお誕生日会に
もオススメです。　　　　　　　　　　     　ⓐ

1,650円
（本体 1,500円）

だるまさん
松家まきこ〔作〕吉野智子〔絵〕
だ～るまさん、だ～るまさん、にらめっこしまし
ょ♪おなじみのリズムにのってあっぷっぷ。だ
るまさんの顔がくるくる回って、こわい顔が笑い
顔に！しかけの楽しい作品です。　　　　   　ⓐ

1,650円
（本体 1,500円）

パネルでマジック  ひよこちゃん
吉川貴光〔作・絵〕
ミニカラーパネルシアター初のマジック作品！
簡単にできるものから少し難しいものまで、４
つのシナリオが付いています。おうちで、園で

「ふしぎ！」な時間をお楽しみください。

1,650円
（本体 1,500円）

パネルでマジック  かくれんぼカード
荒木文子〔作〕わけみずえ〔絵〕
うさぎ、ねこ、パンダ、ぞう、４匹の動物たちは仲
良くかくれんぼを始めます。カードの裏にかく
れているのはだれかな？　パネルマジックで、
みんなをあっと言わせましょう。

1,650円
（本体 1,500円）

落としたどんぐり
古宇田亮順〔作〕松家まきこ〔絵〕　
穴に落としたどんぐりをみんなで力を合わせ
てひっぱると･･･ポ～ン！といきおいよく抜けま
した。すると、驚く結末が！                                  ⓐ

1,650円
（本体 1,500円）

はたらくくるま 2
弘前ひさし〔原案〕 太田理恵〔絵〕
好評の「はたらくくるま」パート２！ ようちえん
バスなど、人気のくるまが新たに12台登場！  ク
イズやまちがいさがしで遊んじゃおう！          ⓐ

1,650円
（本体 1,500円）

チチンプイプイ プリプリン
後藤紀子〔作〕大田理恵〔絵〕

「チチンプイプイ、プリプリン！」みんなでおまじ
ないを唱えながら、キラキラと光る、“魔法の鏡”
で絵人形を次 と々変身させます。                        ⓐ

1,650円
（本体 1,500円）

はたらくくるま
弘前ひさし〔作・絵〕
はたらくくるまの歌に合わせて演じます。この車
は、どんなお仕事をするのかな？子どもたちと
のやり取りを楽しみながら進められます。       ⓐ

1,650円
（本体 1,500円）

はたらくくるま 3
弘前ひさし〔原案〕 ほりいえみ〔絵〕
歌詞に合わせてタクシーやサファリバスなど、
はたらくくるまが12台登場します。クイズや、ま
ちがいさがしなどのゲームも楽しめます。     ⓐ

1,650円
（本体 1,500円）

クリスマスといえば
ケロポンズ〔原案〕 山田美津子〔絵〕
大人気ケロポンズのミュージックパネル♪「ク
リスマスといえば」のうたに合わせて箱の中身
を楽しくクイズしよう！　　　　　　　　　  ⓐ



本8 大東出版社・東洋文化出版・メイト・アイ企画・その他の
本・下絵集 本は、絵人形の下絵・つくり方・脚本・演じ方などで構成されています。

絵人形を作るには、下絵の上にPペーパーをおき、鉛筆などでなぞっ
て写し取ります。
カッコ内の数字は白Ｐペーパー（S）のおおよその必要枚数です。 
★印は黒パネル（ブラックライト）用作品です。

❶ 《品切》おはようさん（4）/森のくまさん（5）/だれでしょう（6）/シャボン玉とばせ
（6）/かさじぞう（7）/★マッチうりの少女（8）/数字のうた（2）　　　　　　　ⓣ　

❷ なんだろ三角（2）/げんこつ山のたぬきさん（6）/山のワルツ（7）/まんまるさん
（5）/月火水木金土日のうた（7）/数のものさがそう（7）/★おもちゃのチャチャ

チャ（6）/ねずみのよめ入り（5）/大きな大根（6）           　　　　　　　　　   ⓣ　
❸ 《品切》赤ずきんちゃん（5）/犬のおまわりさん（2）/思い出のアルバム（9）/きれ

いなお窓（6）/とんでったバナナ（3）/山の音楽家（3）/まるい卵（5） /★あわてん
ぼうのサンタクロース（6）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ⓣ

簡単な歌とともに自分の言葉が自然に出てきてや
り取りができる作品がいっぱい！！ いろんな所で、
いろんな人とパネルシアターで楽しめる１冊。 
おしゃれひつじ（L6）/コロコロたまご（L5）/わいわ

《作品》  いバス（L8）/豆まき（L6）/フルーツパフェ
大好き（L4）/★月夜のポンチャラリン（L7・黒4）ⓓ

藤田佳子〔著〕吉野真由美〔絵〕

A4判122頁  2,750円（本体 2,500円）

いっしょにわいわいパネルシアター 

古宇田亮順・中島 宏〔共著〕松田治仁〔絵〕
楽しい歌や愉快なお話などが盛りだくさん！     

《作品》 ピクニック（6）/静かな湖畔（5）/気のいい
アヒル（7）/たまご型組合わせ人形（3）/どんぐりこ
ろころ（5）/アイウエ王（10）/コブタヌキツネコ（8）
/★星のうた（5）/★この広い野原いっぱい（10）
/★どんな花火（5）                                                    ⓓ

A4判110頁  2,090円（本体 1,900円）

パネルシアター ピクニック
古宇田亮順・月下和恵〔共著〕
楽しいお話と歌あそびのパネルシアターです。 

《作品》 うらしまたろう（11）/花さかじいさん（16）/
アイアイ（6）/めだかのきょうだい（9）/しかくさん

（10）/★夜空の星が青いのは（11）                       ⓓ

A4判116頁  2,200円（本体 2,000円）

たのしいパネルシアター
古宇田亮順〔編〕
たけとんぼ・かくれんぼ・パレット・CANVAS・関稚子
藤田佳子・松家まきこ・後藤恵子・和気瑞江・古田純子〔作〕

《作品》 オープニングのうた（8）/いいものなあに（5）/
このかさだーれ（7）/ドロップスのうた（9）/キャロット
スープの唄（10）/パンダさんこんにちは（5）/おたん
じょうび（5）/あわぶくかくれんぼ（11）/へんしんポテ
ト（7）/たまごでおりょうり（4）/はみがきのうた（11）ⓓ

A4判140頁  2,200円（本体 2,000円）

うたってパネルシアター 

単純さ・楽しさ・情操をキーワードに、日常の保育
に生かせる作品を集めました。 

《作品》 おちたおちた（3）/数え方あそび（23）/あい
さつあそび（7）/かたづけあそび（11）/おはなしあ
そび（14）/反対あそび（さかさあそび）（16）/おはな
しづくり（黒2）/★月夜のダンスパーティ（7）           ⓓ

A4判136頁  2,310円（本体 2,100円）

パネルシアター 保育・実践講座
古宇田亮順〔監修〕髙橋 司〔著〕 松家まきこ〔絵〕

みんなでわいわいと楽しくあそべるパネルシア
ター作品が盛りだくさん！　元気いっぱい、おも
いっきりみんなで遊びましょう 

《作品》 たこ焼きパクッ！（L10）/ジャングルポケッ
ト（L4）/じゃんけんピョン（L5）/★ピンポ～ン（L7）
/だ・あ・れ？（L9）                                                       ⓓ

藤田佳子〔著〕吉野真由美〔絵〕

A4判114頁  2,640円（本体 2,400円）

みんなわいわいパネルシアター 
折紙的手法を使ってくるくる変身する人気作品
や、楽しいお話などを収録しました。 

《作品》 HEAD AND SHOULDERS（L5）/EENTSY 
WEENTSY SPIDER（L6）/古屋のもる（L11）/おばあ
ちゃんのながーい編み物（L9・四切特厚1）/くるり
んビーンズ（黒四切2）                                              ⓓ

藤田佳子〔著〕石井たか子〔絵〕

A4判98頁  2,090円（本体 1,900円）

Enjoyパネルシアター

「ひよこさんのさんぽ」等名作たっぷり８作品！！  
《作品》 ひよこさんのさんぽ（L11・四切特厚1）/おは
ようクレヨン（L5）/かえるのがっしょう（L4）/ドキドキ
ドン！一年生（L6・四切特厚1）/ぞうさん（L2）/★夕や
けこやけ（L5・四切特厚3）/★たなばたさま（L3・四切
特厚2）/★そらにてんてんおほしさま（L5・黒S4）   ⓓ

関  稚子〔著〕杉山範子〔絵〕

A4判114頁  2,200円（本体 2,000円）

パネルシアターであそぼ いいね
いいね

初心者にもおすすめ、やさしく顔をかしげるお花
さんが子どもたちの笑顔を誘う「お花がわらっ
た」、誰もが知ってるドレミのうた」などを収録。

《作品》 お花がわらった（L5）/おたん生日いっしょ
だね（L5・四切特厚5）/おむすびころりん（L9）/ド
レミのうた（L7・四切特厚1）                                    ⓓ

関  稚子〔著〕杉山範子〔絵〕

A4判98頁  2,530円（本体 2,300円）

パネルシアターであそぼ

関  稚子〔著〕

はじめ
まして

うさちゃんとくまちゃんが３つの作品に登場！ これ
さえ作ればパネルシアターの基本をマスター。    

《作品》 うさちゃんくまちゃんおでかけの巻（L2）/う
さちゃんくまちゃんとしりとりあそびの巻（L4）/うさ
ちゃんくまちゃんのえがおでごあいさつの巻（L14）
/ごんちゃんといっしょに手をたたきましょう（L5）ⓓ

A4変型判128頁  2,750円（本体 2,500円）

うさちゃんくまちゃんのパネルシアター
関  稚子〔監修〕
酒井基宏・とくしげよしこ・室城みちる・見米 豊・
飯島江梨子・戸辺いつ代・馬塚志保子〔作〕
７人のパネルシアター作家による作品集。   

《作品》やぎさんゆうびん（L3）/くまさんはどっち？
（1・四切標準3・黒四切3・黒1）/プレゼントなぁ～

に？（L8）/しっかり栄養（L6）/まほうのシャンプー
（L6）/北風と太陽（L4）/松山鏡（L7）ⓓ

A4判116頁  2,750円（本体 2,500円）

わくわくいっぱいパネルシアター パネルシアターであそぶコブタヌキツネコ

保育いきいき！ 季節の歌のパネルシアター

パネルシアターを作る《傑作選》
保育いきいきパネルシアター

古宇田亮順〔著〕

松家まきこ〔著〕

子育て支援 0・1・2才のふれあいパネルシアター

おいでおいでパネルシアターであそぼ
笑顔がいっぱいパネルシアターであそぼ

関 稚子〔著〕

パネルシアターを作る   ❶～❺巻 古宇田亮順〔著〕松田治仁〔絵〕 各1,650円（本体各1,500円）

❹ さるかに合戦（6）/奈良の大仏さん（6）/雨ふりくまの子（5）/メリーさんの羊（5）/
ポンポンポケット（10）/★おばけなんてないさ（8）/世界は二人のために（8） ⓣ

❺ ★ブレーメンの音楽隊（11）/一年生になったら（5）/おはなしゆびさん（2）/ココ
ナツの唄（6）/あいうえ大きなおかしだな（11）/コブタヌキツネコ（5）/パネルシ
アターのうた（6）　　　　　　　　                         　　　　　　　　　　      ⓣ

《作品》 そうだったらいいのにな（10）/七匹のこや
ぎ（9）/なかよしふうせん（7）/したきりすずめ（16）
/★大きな古時計（6）　　　　　  　　　           ⓣ

阿部 恵〔著〕たじまじろう〔絵〕

A4判112頁  1,708円（本体 1,553円）

ときめきパネルシアター

《作品》 たのしくうたいましょう（7）ぞうさんのぼう
し（10）/くらげの骨なし（12）/1丁目のおばけ（7）/
おりひめとひこぼし（11）/あわてんぼうのサンタ
クロース（14）　　　　　　　　    　　　　     ⓣ

阿部 恵〔著〕たじまじろう〔絵〕

A4判136頁  1,923円（本体 1,748円）

あつまれパネルシアター
パネルシアターの基本からオリジナル作品をつく
る時に役立つ仕掛けのつくり方、演じ方まで詳し
く解説。巻末には参考作品とカット集を収録。    ⓣ

古宇田亮順・阿部 恵〔共著〕松田治仁〔絵〕

B5判88頁  1,430円 （本体1,300円）

こうざパネルシアター 初歩から応用まで

《作品》 かえることばのぴょんぴょこりん（10）/小さ
な庭（9）/やおやのおみせ（14）/のはらに咲いた

（12）/ちょっきんかにさん（8）/宇宙へとびだせ一
週間（7）/★あれは何者だ（16）　　　                 ⓣ

古宇田亮順〔著〕月下和恵・小林雅代〔絵〕

A4判96頁  1,650円 （本体1,500円）

ことばあそび
うたあそびパネルシアター

《作品》 はじめましてともだち（7）/ホーイホイ（9）
/まっかな秋（8）/かばのかあさんおのどがいたい

（8）/★花のカノン（11）　　　　　　　　         ⓣ

吉田久子〔著〕寅若泰〔絵〕

A4判112頁  2,090円 （本体1,900円）

うたおうパネルシアター

誰もがよく知っている童謡がテーマの14作は、
様々な場面で活用できます。型紙・作り方と演じ方
のコツもついて、初心者でも楽しく演じられます。
ブラックシアター4作入り。

《作品》 森のくまさん/バナナのおやこ/虫のこえ/     
サンタが町にやってくる/他                                    ⓜ

月下和恵〔著〕

B5判カラー64頁＋1色刷48頁 1,870円（本体1,700円）

うたって演じて！ パネルシアター
《作品》ひよこちゃんのいいないいな/ひよこちゃん

のこんなになっちゃった/せんせいとおともだち/パ
ンダ うさぎ コアラ/あたま かた ひざ ぽん、はらぺ
こきょうりゅうペコペコくん/クイズ「グー・チョキ・
パー」/かさじぞう/キラキラひかる金のがちょう   ⓜ

阿部 恵〔著〕

AB判カラー64頁＋1色刷り48頁 2,090円（本体1,900円）

みんなのパネルシアター
《作品》 楽しくうたってあそびましょう/みんないっ
しょにいないいないばあ/なかよしふうせん/おて
んきジャンケン/やおやのおみせ/みんなで楽しくう
たいましょう/大きなたいこ/たにし長者/てぶくろⓜ

阿部 恵〔著〕

AB判カラー56頁＋1色刷56頁 2,090円（本体1,900円）

パネルシアターこれくしょん
《作品》 さんぽ/おじいちゃんとおばあちゃんとう

たおう/ぞうさんのぼうし/ほしいなグーパー/こと
ばであ・そ・ぼ/みえたみえた/ひよこちゃんのいい
とこいいとこ/ひよこちゃんの虫の声すてき/三匹
のくま/ももたろう　　　　　　　　　　　　  ⓜ

阿部 恵〔著〕

AB判カラー61頁＋1色刷51頁 1,980円（本体1,800円）

心がはずむ どんどんパネルシアター

《作品》 おすもうさんのあかちゃん/やまびこごっこ/
虫歯○×クイズ/おめでとう! お月さま/ひよこちゃん
ぼうしどうしたの?/いばらなくなった魚/笑いの止ま
らないお姫さま/ごんちゃんのおみやげなあに?/だ
いすきだったしるし/ともだちになるために           ⓜ

阿部 恵〔著〕

AB判112頁 1,980円（本体1,800円）

いつでも楽しいパネルシアター
うたにあわせて、あっと驚く、魔法のようなパネル
シアターを演じてみたい方のための作品集。イラ
ストを使ってわかりやすく説明しました。

《作品》 チューリップとちょうちょう/ふうせん/とん
ぼのめがね/山の音楽家、おもいでのアルバム ⓐ

月下和恵〔著〕

A4判100頁  2,310円（本体2,100円）

不思議がいっぱいパネルシアター

手遊び、あてっこ、お話しなど、初心者から上級者
まで幅広く活用できる一冊。イラストで学べるパ
ネルシアターの基礎知識も収録。

《作品》 さるくん、こんにちは/おむすびつくろう/
上？下？どっち/動物園に行こう/しらゆきひめ    ⓐ

月下和恵〔著〕太田理恵〔絵〕

A4判116頁（＋口絵4頁）  2,310円（本体2,100円）

心をつなぐパネルシアター

ブラックライトをつかったパネルシアターを楽し
むための本。舞台の設置のしかたから作品の制
作・演じ方までをわかりやすく紹介。

《作品》七夕（おはなし）/月にのぼったうさぎ（おは
なし）/メリークリスマス・赤はなのトナカイからジ
ングルベル（うた/星座へのさそい（おはなし）等ⓐ

古宇田亮順・月下和恵〔共著〕

A4判108頁  2,136円 （本体1,942円）

ブラックパネルシアター光いっぱい　
夢いっぱい

楽しみながら英語に親しむことができる作品を集
めました。子どもたちに人気があり、「演じやすい、
使いやすい」と注目を集めています。

《作品》 Greetings‒日常の挨拶をしよう、Today is 
Monday（うた）、BINGO（うた）、 ABCパネルシア
ター、Feelings‒感情を表現しようⓐ

藤田佳子〔著〕吉野真由美〔絵〕

A4判96頁  2,860円（本体2,600円）

英語でパネルシアターわくわく　
ドキドキ

みんなで一緒に歌って、遊べる、バラエティ豊か
な4作品を掲載。わかりやすいイラストと丁寧な
解説で、初心者でも安心して取り組めます。

《作品》 まるいのなぁに/公園にいきましょう/かさ
くるるん/おおかみと7ひきのこやぎ                     ⓐ

月下和恵〔著〕太田理恵〔絵〕

A4判136頁（＋口絵4頁） 2,310円（本体2,100円）

パネルシアター楽しもう実践講義

「授業パネルシアター」の中から、演じやすく、子ど
もの集中や理解に効果的な作品をセレクト。

《作品》 パネル博士とパネルマシーン（かたかな
で書く言葉編）/どちらがながい）なまけにんじゃ）
食べ物大好き！三つの仲間 　　　　　　　　  ⓐ

授業パネルシアター研究会〔著〕太田理恵〔絵〕

A4判136頁（＋口絵4頁） 2,200円（本体2,000円）

授業で使おう！ パネルシアター
小学校低学年編

授業ですぐに使えるよう、演じ方、作り方の他、指
導案、ワークシート、活用例なども掲載。授業に役
立つヒントが満載です。

《作品》 漢字クイズを作ろう/平行四辺形島の面積
を攻略せよ！/道案内をしよう/たばこの害           ⓐ

授業パネルシアター研究会〔著〕太田理恵〔絵〕

A4判136頁（＋口絵4頁） 2,200円（本体2,000円）

授業で使おう！ パネルシアター
小学校高学年編

保育誌『PriPri』で人気の高かったおはなしを1冊
にまとめました。

《作品》 ありがとういえるかな？/どっち、どっち？/
春ですよ/みんなでプールあそび/おおきなおいも
/おもちふくらめプップのプー/春までおやすみ

関  稚子〔著〕

AB判カラー37頁＋1色刷35頁 1,980円（本体1,800円）

PriPri パネルシアター

定番から新しい作品までたっぷり25作品を収録。 
ふだんの保育から誕生会、お楽しみ会まで！

《作品》 ぞうさんのぼうし／おつかいありさん/あ
めふりくまのこ/いるかはザンブラコ/やきいも
グーチーパー/虫のこえ/ほか)　　　　　　　 

古宇田亮順〔監修〕

AB判160頁   2,420円（本体2,200円）

うたってかんたんパネルシアター
０～５歳児

「パネルシアターとは何か？」から始まり、つくり方、
演じ方、実践事例まで丁寧に解説。実習先での留
意点にも頁を割いて実習生必携のガイドブックと
なっている。

《作品》 ぐんぐん大きくなった！/落としたどんぐり/
犬のおまわりさん　　　　　　　　　　　　   ⓗ

古宇田亮順・松家まきこ・藤田佳子〔共著〕

B5判128頁（フルカラー）1,650円 （本体1,500円）

パネルシアターハンドブック実習に
役立つ

九州を中心に活躍中の“DANパネ団”初の作品集！
子どもと一緒に元気に歌って遊べる5作品を掲載。

《作品》 ブタくん街道を行く/こまったぞう/はなか
らこんにちは/てをたたこ/★サンタクロースのわ
すれもの                                                                        ⓐ

渡辺繁治〔著〕

A4判124頁（+口4頁）2,200円 （本体2,000円）

元気いっぱいパネルシアターDANパネ団の

各B4判 B

関  稚子〔著〕和気瑞江〔絵〕

子育て
支援

大好評を博した０、１、２歳の乳幼児のためのパ
ネルシアター第二弾！　コミュニケーションたっ
ぷり、親子で楽しめます。   

《作品》 お花がわらった（L5）/おたん生日いっしょ
だね（L5・四切特厚5）/おむすびころりん（L9）/ド
レミのうた（L7・四切特厚1）                                    ⓓ

A4変型判120頁  2,750円（本体 2,500円）

0・1・2才のふれあいパネルシアター❷パネルシアターちょっとの工夫で
あっとおどろく

大人気作品「ト・ト・トイレ」を収録。小さな子ども
から大人まで少人数でも大勢でも、手遊びを交え
て楽しめます。

《作品》 ト・ト・トイレ（L12）/さくらさくら（L6）★赤
鼻のトナカイ̶ダンシングトナカイ （̶L10）/貧
乏神と福の神（L8）　　　　　　　　　　　     ⓓ

関  稚子〔著〕杉山範子〔絵〕

A4判98頁  2,530円（本体 2,300円）

早口ことばやオノマトペなど「ことば」を中心にし
た作品を収録。下絵イラストCD-ROM付。

《作品》 わすれんぼパパ（A4・7）/カッパ・ハッパ・
ナッパ（A4・8）/おちたおちた（A4・18）/しましまお
さんぽ（A4・8）/もしもしリンリンリン（A4・14）/世界
のおともだち（A4・14）/大阪うまいもんのうた（A4・
4）/★とりのように（A4・13）　　　　　　　　　ⓓ

A4判56頁  1,980円（本体 1,800円）

ことばの響き・リズムに出合うパネルシアター
髙橋 司〔編著〕鈴木範之・関康生・松家まきこ他

いろいろいっぱいパネルシアター
ワンツーステップパネルシアター

関 稚子〔監修〕

TEP〔著〕

またまたパネルシアターであそぼ



細い出口は細かい部
分にお使いください。

太い出口は広い面に
ぴったりです。

※黒パネル布は、ブラックライトを使った黒パネルの作品を演じる時に使います。

※パネル布（S）（M）（W）の違いは大きさが異なるだけで厚さは同じです。

Ｐペーパー
ピー 絵人形や背景などを作るための

パネルシアターのもっとも基本的な
材料です

パネル布
ふ

定番
商品

 Pペーパー四切サイズ（39.5×54cm）

 PペーパーSサイズ（26×36cm）

 PペーパーLサイズ（27×39.5cm）

 A3サイズ（29.7×42cm）

 B4サイズ（25.7×36.4cm）

 A4サイズ（21×29.7cm）

不織布の一種の毛羽だった白い布で
Pペーパーで作った絵人形などが貼り付きます
パネルシアターの舞台を作るための材料です

※Pペーパー（S）（L）の違いは、大きさだ
けでなく厚さも異なります。（S）は「標準
厚」、（L）は「特厚」となります。通常は

（S）を用い、表裏両面に絵を書くときな
どに（L）を利用します。

※一般の文具店などでは扱っておりませ
ん。また“Ｐペーパー”の呼称はパネル
シアター用の材料という意味で、一般に
は通用しません。

※工場での断裁時、寸法に多少の誤差が
出る場合がございます。

厚手の段ボールや7mm厚のスチレンボー
ド（糊付が便利）にパネル布を貼ってパネル
ボードを自作できます（自信のない方は、20
ページ掲載のパネルボードをお求めください）。
また、パネルボードやイーゼルがなくても、
パネル布が１枚あれば、傾斜のつけられる
移動式ホワイトボードなどに広げて目玉ク
リップで固定するだけで簡単にパネルシア
ターの舞台になります。

舞台の作り方

絵　筆

蓄光シール

絵人形を自分で作る場合、今までは木工用
ボンドなどを使って重しをのせて接着させ
る方法が一般的でしたが、この不織布用のり
は、接着後約1時間でスピーディに乾きます。
薄くのばして使えば余計なはみ出しもなく、
美しい絵人形に仕上げることができます。  ⓜ

不織布用のり

接着後、のりが完全に乾く前に縁取りをはさみ
で切ると、同時にはさみの力で圧着されますの
で、さらに強力な接着ができます。

ポイント

速乾タイプ

ポスターカラー くるりら

1,210円
（本体 1,100円）

440円
（本体 400円）

幅25mm×長さ1m蓄光シール 792円
（本体 720円）

ぺんてる  くるりら12色セット

きいろ・だいだいいろ・あか・おうどいろ・あお・そら
いろ・ビリジアン・きみどり・しろ・ジョンブリアン・く
ろ・ちゃいろ・蛍光みどり・蛍光あお・蛍光レモンい
ろ・蛍光きいろ・蛍光あか・蛍光ももいろ

ぺんてる ポスターカラーセット

3,300円
（本体 3,000円）

385円
（本体 350円）

不織布用のり 35g

Ｐペーパーへの着色といえばポスターカ
ラー！！　発色がよく、塗りやすいのでパネル
シアター制作に適しています。  

※ポスターカラーはセット販売ですので分売はし
ておりません。

※ビン入り別梱包のため、別途送料がかかる場合
がございます。

※蛍光色は絵人形にアクセントをつけるときや、
黒パネル用に使用します。

6,182円
（本体 5,620円）

作品に貼り、ブラックライトを使うと残像効果
が得られます。

※黒パネルを演じている
最中にブラックライト
を消すと蓄光シールが
暗闇で光を放ちます。

※蓄光シールの効果を用
いた作品として、古宇
田亮順先生の「どんな
花火」が有名です。

ぺんてる 絵筆 ネオセーブル  4本セット
　丸筆（大）・丸筆（小）・平筆（大）・平筆（小）

Ｐペーパーとの相性が抜群！！ 独自製法の特
殊毛材を使った、水ふくみとコシの強さのバ
ランスがよい絵筆です。                                   

《セット内容》
くろ

ちゃいろ
ペールオレンジ

あか
だいだいいろ

あお
ももいろ
むらさき
みずいろ

みどり
きみどり
きいろ

特長
（1）くりだし式なので手を汚しにくい、

　　使っても軸の長さが変わらない
（2）濃く、あざやかでなめらかな描き味

くれよんタッチのくりだし色鉛筆で、Pペー
パーへの着色にも使えます。絵の具や筆がな
くても色塗りができ、短時間での制作、お子さ
んと一緒に使われる時などに便利です。   

蛍光だいだい・蛍光みどり・蛍光あお・蛍光レモン
いろ・蛍光きいろ・蛍光あか・蛍光ももいろ

蛍光色入り （全18色・各30c.c.）

ぺんてる 蛍光ポスターカラーセット
（蛍光全7色・各30c.c.）

（分売はしておりません）

9パネルシアターを作る材料
P ペ ー パ ー ・ パ ネ ル 布 ・ そ の 他

材料・画材

※一般の文具店などでは扱っておりま
せん。また“パネル布”の呼称はパネル
シアター用の材料という意味で、一般
には通用しません。

※工場での断裁時、寸法に多少の誤差
が出る場合がございます。

白Ｐペーパー（Ｓ） 26×36cm 10枚組

白Ｐペーパー（Ｌ） 27×39.5cm 10枚組

白Ｐペーパー四切（標準厚） 39.5×54cm 10枚組

白Ｐペーパー四切（特厚） 39.5×54cm 10枚組

白ＰペーパーA4（標準厚） 21×29.7cm 20枚組

880円
（本体 800円）

1,980円
（本体 1,800円）

2,200円
（本体 2,000円）

1,500円
（本体 1,380円）

1,100円
（本体 1,000円）

B

E

S

B

E

定番
商品

S SS

S

B

A

 パネル布Wサイズ（100×200cm）

 パネル布M（黒パネル布S）
　　　　　サイズ（100×120cm）

 パネル布Sサイズ（100×100cm）

フルサイズ判パネルボードサイズ（80×110cm）
＊市販の糊付スチレンボードＬ判サイズの大きさ

ハーフサイズ判パネルボードサイズ（55×80cm）
＊市販の糊付スチレンボードＬ判1/2サイズの大きさ

※Ｌ判はB1規格サイズ（72.8×103cm）より、ひとまわり大きいサイズです

 パネル布SSサイズ（60×100cm）

B

B

B

B

B

715円
（本体 650円）Sパネル布（SS）  60×100cm 

パネル布（Ｓ） 100×100cm 

パネル布（Ｍ） 100×120cm  

パネル布（Ｗ） 100×200cm  

黒パネル布（Ｓ） 100×120cm 

黒パネル布（Ｗ） 100×200cm

990円
（本体 900円）

1,980円
（本体 1,800円）

1,650円
（本体 1,500円）

2,750円
（本体 2,500円）

1,100円
（本体 1,000円）

＊仕入価格高騰のため、2021年10月1日より
　価格を改定させていただきました

New



スチレンボードにパネル布を貼って作ったパネルボード。
持ち運びに便利な二つ折り収納。
天地 80cm × 左右 110cm
パネルシアターの舞台のレギュラーサイズです。

フルサイズ判の半分の大きさのスチレンボードに
パネル布を貼って作ったパネルボード。
天地 55cm × 左右 80cm
ミニカラーパネルシアターや気軽に始めたい方に最適のサイズです。

 フルサイズ判パネルボード
（110×80cm）

匠のパネルボード
パネルボード

 ハーフサイズ判パネルボード
（80×55cm）

匠の中パネルボード
ミニボード

55cm

80cm

80cm

110cm
80cm

110cm

55cm

白

フルサイズ判 パネルボード

ハーフサイズ判 パネルボード

80cm 110cm
55cm

黒

55cm
80cm

40cm

白 55cm
80cm

40cm黒

パネルボード　他10 東洋文化出版・アイ企画の
ステージ関連商品

パネルボード（東洋文化出版製）
この道40年の匠（たくみ）の手作りによるパネルボードです。『絵人形

（Pペーパー）がよくつく』『じょうぶ』なボードを目指し、材料を厳選（小
社の『パネル布』（p.10）と同じ布を使用）の上、ひとつひとつが丁寧に
仕上げられています。もちろん二つ折り加工で持ち運びも容易です。是
非お試しください。      ⓣ

『匠のパネルボード』は商品の性質上、大量生産ができませんので、ご注文をいただいて
から発送までにお時間を要する場合がございます。予めご了承ください。お急ぎの場合は、
お電話にて小社に納期等をご確認くださいますようお願いいたします。

匠のパネルボード（白）
スチレンボードに白パネル布貼り、二つ折り収納式
重さ850g／80×110cm（収納時80×55cm）
厚さ0.8cm

匠のパネルボード（黒）

匠のパネルボード２枚組セット 匠のパネルボード白・黒セット
セットで1,100円（税込）お得！！

スチレンボードに黒パネル布貼り、二つ折り収納式
重さ850g／80×110cm（収納時80×55cm）
厚さ0.8cm

8,580円
（本体 7,800円）

9,680円
（本体 8,800円）

17,160円
（本体 15,600円）

F

F

F

匠
たくみ

の

中パネルボード（東洋文化出版製）匠
たくみ

の
この道40年の匠（たくみ）の手作りによるハーフサイズの
パネルボード。『絵人形がよくつく』『じょうぶ』なボードを
目指し、小さくてもフルサイズ同様に精緻にして妥協の
ない作りに仕上がっています。二つ折り収納式、持ち運
びに便利な専用バッグ（不織布製）も付いています。ⓣ 専用バッグ付

匠の中パネルボード（白）
スチレンボードに白パネル布貼り、二つ折り収納式
重さ425g／55×80cm（収納時55×40cm）
厚さ0.8cm／不織布製バッグ付

匠の中パネルボード（黒）

3,850円
（本体 3,500円）

4,400円
（本体 4,000円）

7,700円
（本体 7,000円）匠の中パネルボード２枚組セット

匠の中パネルボード白・黒セット
不織布製バッグ×1付
セットで550円（税込）お得！！

スチレンボードに黒パネル布貼り、二つ折り収納式
重さ425g／55×80cm（収納時55×40cm）
厚さ0.8cm／不織布製バッグ付

D

F

D

『匠の中パネルボード』は商品の性質上、大量生産ができませんので、ご注文をいただいて
から発送までにお時間を要する場合がございます。予めご了承ください。お急ぎの場合は、
お電話にて小社に納期等をご確認くださいますようお願いいたします。

あると
便利な
ステージ
関連商品

LEDブラックライト 壊れにくくて軽量・長
寿命！ 蛍光管より明る
さが強く鮮明なブラッ
ク効果！　誰もが待っ
ていたLEDブラックラ
イト新登場！   ⓐ

25,300円（本体 23,000円）C横40×縦5.5×高さ5.5cm   0.77kg（本体0.29kg）
スイッチ付コード・取付金具

パネルシアター用ステージ
（イーゼル1台と半分に折りた

たんだフルサイズ判パネル
ボード2枚）がまとめて収納
可能。ステージがバラバラに
ならずに、すっきり片づきま
す。持ち運びにも便利！！ ⓐ

寸法：60×90×マチ10cm
ナイロン製

パネルシアター用

ステージバッグ

9,350円（本体 8,500円）C

専用たれ幕
パネルシアター用ステー
ジにとりつけ、ステージ
の脚部を隠します。 ⓐ

寸法：110×70cm
ナイロン製

スチール製支柱2本

《設置例》

5,610円（本体 5,100円）C



パネルシアター、ブラックパネルシアター両方にご利用いただけます。ブラックライトの取付けに
便利なL字型支柱付。３段階の高さ調節が可能な受け皿がついているので、使いやすい高さをお選び
いただけます。棚の位置を変えることで、パネルボードの傾斜を４段階で調節可能です。固定した
棚は、解説などを置くのに便利。折りたたみ式なので、脚を前後に広げて、棚で固定するだけで簡
単に設置できます。片づけも楽々！                               ⓐ

スチール製／重さ 3.4kg
大きさ 82×45×最大奥行60cm 
L字型支柱２本／プレート２枚（ボード安定用）

パネルシアター用
イーゼル

20,900円
（本体 19,000円）

最大奥行60cm

45cm

82
cm

アジャスターボルト
受け皿

棚

受け皿の高さを
３段階に変えられる
ネジ式で高さを変えられます。

（下から27.5cm・39cm・55cm）
机の上にのせて使う時は低
く、床の上や子どもたちが演
じる時は高めにするなど、目
的にあわせて使えます。

開脚式で設置が簡単
脚を前後に広げて、棚で固定する
だけ、かたづけもすぐできます。

ブラックライト用支柱を設置
ブラックライトを使用するとき
にＬ字型支柱をとりつけます。

便利な棚／傾斜調節
棚に脚本などがのせられます。
棚を固定する位置でボードの
傾斜も4段階に変えられます。

すべりにくい工夫
ゴム製のキャップを付け、すべ
りにくい工夫を施しました。ア
ジャスターボルトがあるので、
設置場所の多少のデコボコも
カバーできます。

ブラックライト用
Ｌ字型支柱

◉パネルシアター用イーゼル（スチール製）1台  大きさ82×45×最大奥行60cm  重さ 3.4kg
　　(折りたたみ時82×45×5cm)
◉ブラックライト取付用L字型支柱（スチール製）２本
◉プレート（スチール製）２枚　(ボードを安定させるために使用するものです)

フルサイズ判
パネルボード

（別売）

L字型支柱

《パネルボード設置例》

抜群の安定感！　園や施設での使用に最適です！ブラックライト設置用バー
ブラックライトを懸架しやすくするためのバー。
Ｓ字フックを用いたりライトのひもを長いもの
にするなどして懸架します。ブラックライトを使
用しない時は、固定のためのマジックバンドを
外して簡単に取り外せます。ライトの高さ・前後
の位置も調整できます。

2・3段目の脚
スライド伸縮
固定位置自由

フルサイズ版パネルボード設置時シルエット

最大幅  118cm

最大奥行98cm

演者が立ち入れるゾーンが
広くなり、演じやすくなります。

パネルボード上部背面がたわん
で安定しない三脚タイプイーゼ
ルの弱点を、上下にスライドでき
る押さえ用のバーを設けて解決。
フルサイズのボードでもハーフサ
イズでも自由に設置可能！

パネルボード押さえ用バー

ブラックライト
+ フルサイズ版
パネルボード設置例

受け皿の高さを無段階に変えられる
２段目の脚の範囲内位を上下に移動でき、
自由な位置に固定できます。

とにかく軽くてコンパクト！
アルミ製で、重量はわずか1.2kg。
折りたたむと全長59cm。付属の便
利なショルダーバッグに入れて、
気軽に持ち運ぶことができます。

パネルシアター用イーゼル

軽量 低価格コンパクト
軽量なアルミ製、折りたためばコンパクトで持ち運びやすく、
ブラックライトも設置でき、便利な専用ショルダーバッグも付いてくる
携行可能なパネルシアター用イーゼルの決定版です !!　 　

2、3段目の脚を縮めて
ハーフサイズ判も対応

1 1パネルシアター用イーゼル他

大 東 出 版 社 ・ ア イ 企 画 の
ステージ関連商品

ハーフサイズ版
パネルボード設置例

3段目の脚を
縮めて机の上で

F

パネルシアター用 三脚イーゼル

ホルベイン ニューシルバー水平イーゼル（WL-63）

パネルシアター専用パーツ
50cm長 アルミパイプ×2 　ジョイントパーツ×2
19cm長 マジックバンド×2

アルミ製　３段伸縮（袋付）
最大高さ 113.0cm　最小長さ 59.0cm　重さ 0.98kg

C

パネルシアター用三脚イーゼル

10,890円（本体 9,900円）

ステージセット（イーゼル＋パネルボード）

送料につきましては、商品価格にあるAC等
の送料区分と、お送り先の地域から、右記一覧
表によって金額をお求めください。なお、この
金額は単品の送料であり、ご注文が複数にな
る場合は送料が変わることがありますので、そ
の際はお問い合わせください。
送料区分のない商品はSで、全国一律198円
となります。
赤色の税込価格の商品に限り、ご注文合計が
税込16,500円以上で送料無料となります。
紫色の税込価格の商品は、製造元からの発送
となるため、ご注文合計税込16,500円以上で
も送料無料となりません。その旨あらかじめご
了承ください。

❶

❷

❸

❹

❺

関東甲信越／東海／北陸
東北B（宮城・山形・福島）

北海道／九州

近畿／東北A（青森・岩手・秋田）

中国／四国

沖縄

A B C D
1,020円

1,130円

1,240円

1,460円

1,920円

1,260円

1,370円

1,480円

1,700円

2,490円

1,480円

1,590円

1,700円

1,920円

3,040円

1,940円

2,050円

2,160円

2,380円

4,160円

1,580円

1,690円

1,800円

2,020円

3,140円

800円

910円

1,020円

1,240円

1,370円

E F区分地域 S
198円

全国一律

※複数冊ご注文で
荷の厚さ・重量が

既定値を超えた場合
全国一律 370円

（レターパックライト）

全国一律 520円
（レターパックプラス）

または

A
となります

送　　　料

◉

◉

◉

送料区分が同じ色のものは、送料を一つにまとめることができます（例：S･A→A）。送料区分の色が異なる場合は、それぞれに送料がかかります（例：S･C･F→S･C･F）。
ただし、匠のパネルボード（白・黒）2枚組セットを含む上記「ステージセット」❶・❷の送料は1件分（F）となります。

◉

◉

宅配業者の配送料値上げにより、送料を改定いたしました。
お客様にはご迷惑をおかけいたしますがご了承くださいますようお願い申し上げます。

※フルサイズ判パネルボードの使用には適しておりません。

ハーフサイズ判
パネルボード

（別売）

《パネルボード設置例》

ハーフサイズ判パネルボードのためのスチー
ル製スタンドです。セッティングがとても簡単。
どこでもパッと使えます。角度調整可能。足の
部分にゴムキャップ付き。                                ⓐ

ミニボード用スタンド

大きさ  本体 47×38×最大奥行30cm
重さ 700g／スチール製ミニボード用スタンド 4,620円

（本体 4,200円）D

ブラックライトを
使用しない場合

◉ パネルシアター用イーゼル（アイ企画） 

◉ 匠のパネルボード（白・黒）2枚組セット
　　　　　　　　　　　　　（東洋文化出版）

20,900円
（本体 19,000円）

17,160円
（本体 15,600円）

38,060円
（本体 34,600円）

セット価格

送料F送料F＋F

F

F

パネルシアター用イーゼル＋匠のパネルボード❶ 三脚イーゼル＋匠のパネルボード
◉ パネルシアター用三脚イーゼル（大東出版社） 

◉ 匠のパネルボード（白・黒）2枚組セット
　　　　　　　　　　　　　      （東洋文化出版）

10,890円
（本体 9,900円）

17,160円
（本体 15,600円）

28,050円
（本体 25,500円）

セット価格

送料F送料C＋F

F

C
❷



ご注文方法
A お電話／FAXにてご注文を申し受けます。FAXの場合は添付のFAX注文用紙をお使いください。
B 大東出版社パネルシアターネットショップ（小社のパネルシアター専用の通販サイト）もご利用いただけます。現在取り扱い商品は限られますが、多彩なお支払い方

法をご選択でき、お得なキャンペーン等を不定期に行っております。さらに本カタログに記載していないネットショップ限定商品もございます。

梱包料・送料・お支払いについて
◉ 送料については、P.11（この裏面）に、詳細を記してあります。
◉ お支払いは商品到着後、小社専用郵便振替用紙にて2週間以内にお振り込みください（公費の場合、御相談ください）。ネットショップの場合は前払いとなりますが、ク

レジットカード等の様々なお支払い方法をお選びいただけます。

http://daitopb.thebase.in

大東出版社ホームページ
http://daitopb.co.jp/05.html

掲載商品は直販商品です。直接大東出版社へお申し込みください。

★カタログの写真と実際の商品の色は若干異なる場合があります。
★このカタログ記載の価格は 令和4年（2022年）3月現在 の10%税込の価格です。商品が品切となったり、税率変更により、告知なく価格の改定を行う場合もございます。
　あらかじめご了承下さい。最新の価格は小社ホームページ、またはホームページ上のFAX注文書にてご確認いただけます。
★パネルシアターについてのお問い合わせも承ります。お気軽に電話、メールにてどうぞ。

〒113-0001  東京都文京区白山 1-37-10  TEL 03（3816）7607  FAX 03（3818）1528  MAIL：inquiry2.dtpb@daitopb.co.jp

大東出版社 株式
会社 @daitopb_panel

@daitopb.panel

お支払い方法  ※いずれも前払い
　■クレジットカード決済
　　＊VISA/MASTER/AMEX/JCBカードに対応しています
　■キャリア決済
　■銀行振込（手数料がかかります）
　■コンビニ決済・Pay-easy（手数料300円）
　　＊セブンイレブンはご利用いただけません
　■AmazonPay

取扱商品
　■カラープリントパネルシアター（全点）
　■大東出版社刊行の書籍
　■材料（各種Pペーパー、パネル布）
　■ステージ（三脚イーゼル、匠のパネルボード）
　■その他（電子書籍、データCD、下絵印刷）
　■ネットショップ限定商品

振替 00130-8-57207

大東出版社のパネルシアター専用通販サイトがオープンいた
しました！ 多彩なお支払い方法を選択いただけます。カラー
プリントパネルシアターのご注文はこちらからどうぞ！

ながらく品切の状態にある書籍
『パネルシアターくもの糸̶
貼 っ て み せ る 童 話 と 歌 あ そ
び ̶ 』 よ り 、 作 品 「 く も の
糸」のみを再編集して電子書籍
化しました。なお書籍に収録さ
れている他の作品（「娘さんの
贈り物」「花の木村と盗人た
ち」等）は含まれておりません
のでご注意ください。
ファイルは自由にプリントでき
ます。通常の用紙にプリントし
て下絵として使う（Pペーパー
に写し取る）、あるいはA4サ
イズのPペーパーに直接プリン
トもできます。                         ⓓ

「データCD」と同一のデータを「大東出版
社パネルシアターネットショップ」でダウ
ンロード販売しております。

電子書籍（PDF版）
パネルシアター

くもの糸
データCD

古宇田亮順〔構成〕 松田治仁〔絵〕 

A4判 20頁（カラー2/モノクロ18頁）
口絵写真（カラー見本）・脚本・下絵・作り方

1,320円（本体 1,200円）

電子書籍（PDF版）
パネルシアター

くもの糸
下絵プリントPペーパー

モノクロプリントA4サイズPペーパー（標準厚）・・・13枚
『電子書籍（PDF版）パネルシアターくもの糸』の下絵頁
をA4サイズ標準厚Pペーパーにモノクロプリント（13枚）
しました。あとは着色すればOK！        　　　　　　　    ⓓ
＊本商品には着色の見本や脚本は付録していません。別途
ダウンロード版またはデータCD版をお求めください。

2,420円（本体 2,200円）

古宇田亮順〔構成〕 松田治仁〔絵〕 

電子書籍（PDF版）
パネルシアター

くもの糸
ダウンロード版

440円（本体400円）
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S

S

送　　料
　カラープリントパネルシアターの全商品と、
　材料の一部商品が送料無料となっております。

CD＋指導書（ブックレット） 全14曲 約30分

松家まきこ
0・1・2歳児の親子あそびから、幼児クラスの集団あそび、運
動会や参観日などの行事まで、いろいろなシーンで楽しめ
るタオルを使ったあそびうたのCDアルバムです。　　     ⓜ

0・1・2歳児向けの体あそびの曲を集めました！　日常保
育や親子行事などで使える曲がいっぱいです。　　　　　　ⓜ

瀬戸口清文〔監修〕
松家まきこ・藤原明美〔著〕

0・1・2さい親子の体あそびCD
だいすきっちゅ

ステレオ
全14曲＋指導書

2,750円
（本体 2,500円）Sふれあいタオルあそび ステレオ

全13曲＋カラオケ
2,750円

（本体 2,500円）Sふんわりタオルあそび ステレオ
全10曲＋カラオケ

2,750円
（本体 2,500円）S

0・1・2歳児の

松家まきこ

CD＋指導書（ブックレット）   約50分

松家まきこ先生の「タオルあそび」CDの第2弾がついに完成！
0･1･2歳児向けのあそびをギュッと詰め込みました。　　ⓜ

CD＋指導書（ブックレット）   約60分

CD


