
　脚気：１４場面

　努くんの好きな木村のお兄さんはスポーツが得意。
そんなお兄さんが、カップめんやジュースばかり食す
ので、脚気に…。バランスのいい給食は心配なしよ！
　好き嫌い：１２場面

　魚・牛乳・野菜たちが、好き嫌いをするとどうなって
しまうのか…？
真夜中の大会議をのぞいてみましょう。
　消化器系のはたらき：１３場面

　食べた物は体の中のどこへいってしまうのでしょう。
口の中から胃や腸へ…それぞれのはたらきについて

感謝；１３場面

　給食ができるまでには、たくさんの人々の働きがある
のです。どんな人が関わっているのかを知って、無事に
食べられる喜びをかみしめ、感謝して食べましょう。

　バランス：１２場面

　たくさんある食べものの中から、何をどう食べたら
よいの？あか・きいろ・みどりのグループごとに説明さ
れています。
　牛乳：１３場面

　牛乳を飲むと…。牛乳の製造方法。牛乳がもとに
なっている製品について知ります。

　食中毒：１２場面

 ばいばい　ばいきんだいまおう 　ばいきんだいまおうが体の中に入ったらもう大変！
　（小学校低学年向き） 食事の時の約束事、守ろうね。

　手洗い：１２場面

 ありがとうセッケンマン 　清潔の味方、セッケンマンはマーくんに、正しい手
　（小学校低学年向き） の洗いかたを教えてくれました。

　食品衛生：１２場面

 へっちゃらさーくんのおやつえんそく 　落としたビスケット、動物がなめて残したアメ　
　（小学校低学年向き） さーくん、そんなものを食べたら…。

　かぜの予防：１２場面

 こんちゃんのかぜようじん 　外から帰っても手洗い、うがいもしないコンちゃん。
　（小学校低学年向き） 夢の中に風邪のウイルスが出て…。

　からだの清潔：１２場面

 ドロンコちゃんピカピカちゃん 　ドロンコのあいちゃんとケンケンは、お風呂に入る
　（小学校低学年向き） 大切さをお父さんから教わります。

　食べすぎ：１２場面

 アライくんのくいしんぼたんじょうび 　アライくんはザリガニが大好物、でもね、食べすぎる
　（小学校低学年向き） と、ホラ、お腹がいたくなって…。

１１－１００

１１－１０１

６３－１０３
 たべものの旅
　　　　（小学３～５年）

６３－１０４ 給食がストップした

 バランスのよい食べ方
　　　　(小学５年～）

６３－１０５

貸出紙芝居　Ｎｏ．１

登録番号 題     名 内     容

６３－１０１  おにいさんの病気

６３－１０２

１１－１０３

１１－１０４

１１－１０５

 真夜中の大会議
　　　　(小学３～４年）

１１－１０２

６３－１０６
 牛乳は一生のともだち
　　　　(小学３～４年）



　やさい：１２場面

　やさいペット
　　（小学校低学年向き） ると翌朝、「ひろし、なすときゅうりを散歩させるのよ」

えっ！？
　やさいのはたらき：１２場面

　にんじんにんじゃ　にんにんまる　 　野菜の国から来た、見習い忍者のにんにんまる。
　　（小学校低学年向き） 立派な忍者になるため、野菜の忍術で皆を元気にし

ていきます。
　かぼちゃ：１２場面

　いばりんぼのパンプくん 　のねずみが拾っタネは、とってもいばりんぼ。あれ
　　（小学校低学年向き） これとえらそうに言いつけて、土の中でもいばって

います。
　やさいのちから：１２場面

　スーパーベイビー　ベジ太くん 　ベジタブルジュースを飲んだベジ太くんは、スーパー
　　（小学校低学年向き） べイビーに大変身！家族のピンチを救うべく大活躍

します。
　やさいクイズ：１２場面

　やさいクイズ　これ　なーんだ!? 　野菜のクローズアップや集合写真を用いたクイズ紙
　　（小学校低学年向き） しばい。　（キャベツ、かぼちゃ、とうもろこし、ピーマン

きゅうり、トマト）
　食物せんい：１２場面

　やさいなんてだいっきらい 　野菜がだいっきらいのモモ子ちゃん。昨日も今日も
　　（小学校低学年向き） うんちがでてこない…。おなかが苦しくなって、さあ

大変！
　あさごはんの大切さ：１２場面

　あさごはんでもりもりげんき 　楽しい遠足なのに、朝ごはんを食べなかったかば
　　（小学校低学年向き） くんは歩けなくなってしまいました。

　すききらい：１２場面

　おひめさまのカレーライス 　ピーマンが大嫌いだったおひめさまも、ピーマンカ
　　（小学校低学年向き） レーを作ってもらい食べられました。

　丈夫な骨をつくる：１２場面

　がいこつめがね 　こうへいのめがねをかけるとビックリ！体の中の
　　（小学校低学年向き） 骨がすけてみえるんだ。見てみる？

　うんちのはなし：１２場面

　ジュンペイのウンチ 　ウンチが出ないジュンペイ。何でも食べて運動を
　　（小学校低学年向き） したら、ああ、うまくいきそうだよ！

　たべもののはたらき：１２場面

　たべものランドのおまつりだ！ 　さきちゃんは、食べものが自分の体をつくり、日々
　　（小学校低学年向き） の元気を支えてくれると知りました。

　よくかんで味わう：１２場面

　きんぴらたろう 　鬼退治に出かけた太郎。奥歯をかみしめれば力
　　（小学校低学年向き） がわくという言葉を思い出して…。

１３－１０６

１３－１０７

１３－１０８

貸出紙芝居　Ｎｏ．２

登録番号 題     名 内     容

１３－１０１ 　ペットがほしいひろしは、まねき猫にお願いした。す

１３－１１０

１３－１１１

１３－１１２

１３－１０９

１３－１０２

１３－１０３

１３－１０４

１３－１０５



ビタミンのちから（体を）あたためる：１２画面
からだぽっかぽか
おうえんだん 　おさむくんは、とっても寒がり。でも「ぽかぽか
（小学校低学年向き） 応援団！」という食べものたちに出会い・・・。

くだもののちから（体の調子を整える）：１２画面

りんごちゃん 　具合が悪くてずっとお休みしているお友達の
（小学校低学年向き） お見舞いへ。その途中に出会ったのは・・・？

鉄のちから（貧血を）ふせぐ：１２画面
ふらふらふーちゃん
おたすけメニュー ふーちゃんはきらいなたべものがいっぱい。
（小学校低学年向き） すぐにつかれてふらふら～。そこで・・・。

カルシウムのちから（丈夫な骨や歯をつくる）：１２画面

ほねほねげんき？ 　サルルはいつも嫌いな食べ物を、先生にばれない
（小学校低学年向き） ようお友達と交換していたのですが・・・。

たんぱく質のちから（しっかりとした）体をつくる：１２画面
マロンおうじのぼうけん
（小学校低学年向き） 　やせっぽっちのマロン王子は豚肉が大嫌い。

そんな王子が結婚！お姫様を迎えに出発！

食物繊維のちから（腸をそうじして便秘を防ぐ）：１２画面
がんばれウンチくん
（小学校低学年向き） 　みんなのおなかの中にはウンチくんがいます。

ウンチくんはどんどん大きくなって・・・。

感謝・マナー：１２画面
きこえたね！いただきます
（小学校低学年向き） 　「どうして食べる前には『いただきます』っていうんだろう？」

レストランにやってきたなっちゃんは不思議そうです。
そこへ、コックさんがやってきて・・・。
クッキング：１２画面

おふくちゃんの
おいしいごはん 　ご飯を炊くのがとてもじょうずなおふくちゃん。
（小学校低学年向き） ある日、３つ目おばけに変身したたぬきの子どもが

森へおふくちゃんを連れていって・・・。
もったいない・食べ物の育ちを知る：１２画面

おやおやもったいない！
（小学校低学年向き） 　ライオンのおうさまは、いつもたくさんの料理を注文します。

少し食べては「おなかいっぱい！」と残してしまうおうさまに
家来が悲しそうに・・・。
好き嫌い・食選力：１２画面

はなたろうとあかべえ
（小学校低学年向き） 　赤い食べ物ばかり食べる赤おにのあかべえ。この日も、

あかべえに赤い食べ物を取られてしまい、村の人は
困っていました。
味覚：１２画面

おいしいランドの
たんけんたい 　甘いのもばかりが大好きななおくんに、飼い猫のフウタが
（小学校低学年向き） 「おいしいランドへ探検に連れて行ってあげる！」と魔法を

かけました。すると・・・。
よだれ：１２画面

せいぎのみかた　よだれマン
（小学校低学年向き） 　おいしいそうなウメボシを見ていたら、よだれがたらーっ。

つばが出るのは元気な証拠なんだって！

かさぶた：１２画面
かさぶたブッタ
（小学校低学年向き） 　タッくんが転んでケガをしてしまいました。するとかさぶた

ブッタが手当の方法を教えてくれました。

２０－１０１

題     名

２０－１０６

２０－１０７

２０－１０２

２０－１０３

２０－１０４

２０－１０５

内　　容

１８－１０５

１８－１０６

１８－１０１

１８－１０２

１８－１０３

１８－１０４

貸出紙芝居　Ｎｏ．３

登録番号



はなくそ：１２画面
はなくそテレビ
（小学校低学年向き） はなくそ自慢たちのすごいはなくそが次から次へと

飛び出す「はなくそテレビ」！！今日は何かな？

うんち：１２画面
ももちゃんとうんちのポッタン
（小学校低学年向き） うんちをするのが苦手なももちゃん。今朝もトイレで

困っていると、ぽったん！という音がして・・・？

おなら：１２画面
ぼくはだれのおならなの？
（小学校低学年向き） ここはおならの国。くさいのや音の大きいの。

みんなだれから出たのか知ってるのにぼくは・・・？

あくび：１２画面
あくびはどんなとき
でるのかな？ 結婚式に届けるケーキのことが心配で眠れなかった
（小学校低学年向き） たぬきのケーキやさんは大あくび。大丈夫かな。

食と健康：１２画面
ありがとう！はやね
はやおき　あさごはんマン いつも元気な王様の正体は「はやね　はやおき
（小学校低学年向き） あさごはんマン」！今日も元気が出なくて困っている

人のもとへひとっとび！
食と人間関係：１２画面

いっしょが　いいね
宇宙人のポポルンの食事は、小さなつぶを食べるだけ。

（小学校低学年向き） ある日、クマの家族と出会ったポポルンは、食事の
準備をお願いされて・・・
食と文化：８画面

おはしの　はーちゃんと
しーちゃん おはしのはーちゃんとしーちゃんは、とても仲良し。
（小学校低学年向き） いつも一緒に食べ物を運んでいます。ある日、コロコロと

転がってはーちゃんがいなくなってしまいました。
いのちの育ちと食：１２画面

ひみつの　あかい　
ジュース 採れたてのトマトを、おいしそうに食べるけんを見て、
（小学校低学年向き） トマトがきらいなみくは悲しい気持ちになりました。

料理と食：８画面
ころり　おにぎり
できあがり まあくんは、お父さんとお母さんと一緒に初めて
（小学校低学年向き） おにぎりを作ります。どんな形にしようかな？

どうやって握るのかな？具は何にしようかな？
感謝：　29枚

いのちをいただく
同名絵本の紙芝居判 毎日牛を解体している坂本義喜さんの話をもとに、

助産師　内田美智子さんが絵本にした物を、
西日本新聞社が紙芝居にしました
小学校1年生から高学年まで利用できる紙芝居
７話を編集しています。ＣＤのデータから紙芝居の

＜ＣＤ版＞ 表面・裏面を印刷することによって手作りの
復刻版　食育の紙芝居 紙芝居を作ることができます。

・牛乳は一生のともだち　　小学３～４年　１１面
・たべものの旅 ・バランスのよい食べ方　　小学５年～　１２面

小学３～５年　１３面 ・豆坊や大活躍　　　　　　　小学３～４年　９面
・ばいきん魔王のぼうけん ・学校給食のマナー　　　　 小学１～２年　１３面

小学１～２年　１４面 ・真夜中の大会議　　　　　 小学３～４年　１２面

２７－１０１

２5－１０1

２０－１０８

２０－１０９

２０－１１０

２０－１１１

貸出紙芝居　Ｎｏ．４

登録番号 題     名 内　　容

２１－１０５

２１－１０１

２１－１０２

２１－１０３

２１－１０４



食べた物で体が作られる：８画面
くいしんぼうの

バークバク おいしいものを見つけると、同じものばかり食べてしまう
(２才～） バークバク。チョコレートを食べ過ぎて、丸くて茶色の

チョコレートみたいになってしまいました。さて・・・
噛むことの大切さ：８画面

ゆっくりよくかみ
おおかみくん おおかみくんはよく噛まず、すごいスピードで食べて

（小学校低学年向き） 遊びに行ってしまいました。遊んでいると急におなかが
痛くなって・・・
食べ物が食卓に並ぶまでの過程：８画面

これ　なあに？
（小学校低学年向き） 「ちくわってどこになってるの？」しんちゃんが聞くと、

「海のお魚だったのよ」とお母さん。おでんのちくわが
畑や山からやってきた鍋の中の食材を紹介します。
行事食とそのいわれ：１２画面

たのしいおまつり
なに　たべる？ 「織り姫様と彦星様のお祭り、なーんだ？」四季折々の

（小学校低学年向き） 年中行事について、子どもたちとやりとりしながら、
行事の由来と行事食について伝えます。
一緒に食べることの楽しさ：８画面

ごはんでげんき
げんき　ぴん 電気釜とお鍋が朝ごはんを作っています。ごはんと

(２才～） みそ汁ができても誰も起きてきません。二人は台所を
飛び出して、食べてくれる人を見つけに出かけます。
食物アレルギーついて：１２場面

たべられないよ
アレルギー 話のすじは就学前の幼児向けとなっていますが、誤食

（幼児～小学校 事故防止や、周囲の思いやりの心や助け合う大切さを
　　　　低学年向き） 学ぶのに、小学校低学年にもおすすめの紙芝居です。

たべものの旅
消化と吸収のメカニズム 食べものが口や胃、腸の中で吸収されながら

変化し腸から吸収され、吸収されなかった
《　ラミネート版　》 残りかすが肛門から排出される様子

　超特大版1744mm×593mm 三大栄養素の模式図六つの基礎食品への
分類が一目でわかる。

（　拡大図　）

貸出ポスターリスト

２９－２０２

２９－２０３

２９－２０４

２９－２０５

３１－１０１

２９－２０１

貸出紙芝居　Ｎｏ．５

登録番号 題     名 内　　容


