
広 告 原 稿 

  

①広告主名 

株式会社小学館 

 

②著作物等のジャンル 

言語・美術の著作物 

 

③著作物等の概要 

1978年小学館刊行「カラー版名作全集 少年少女世界の文学［第 2版］」 

 

④連絡先 

 社名 株式会社小学館            担当者名 児童学習局 柏原順太 

住所 〒101-8001 東京都千代田区一ツ橋2-3-1 

 TEL 03-3230-5640             FAX 03-3230-2527 

 E-mail junta777@mail.shogakukan.co.jp 

⑤詳細 

1978年刊行「カラー版名作全集 少年少女世界の文学［第 2版］」から、傑作選として 33編の名作を電子配

信するにあたり、下表の著作権者（各巻の執筆者、イラストレーター）の著作権承継者を捜しています。情

報をお持ちの方は、上記の連絡先までご連絡いただきますようお願いいたします。 

 

N0

. 
著作権者名 書籍コード 著作物の名称（シリーズ名） 

著作物の名称

（巻のタイトル） 

付随 

情報 

1 上崎美恵子 
978-4-09-252003-5 カラー版名作全集 少年少女世界の文学〔第２版〕 イギリス編 ２ 執筆 

978-4-09-252007-3 カラー版名作全集 少年少女世界の文学〔第２版〕 アメリカ編 １ 執筆 

2 植田敏郎 978-4-09-252019-6 カラー版名作全集 少年少女世界の文学〔第２版〕 ドイツ編 ３ 執筆 

3 打木村治 
978-4-09-252009-7 カラー版名作全集 少年少女世界の文学〔第２版〕 アメリカ編 ３ 執筆 

978-4-09-252012-7 カラー版名作全集 少年少女世界の文学〔第２版〕 フランス編 １ 執筆 

4 及川甚喜 978-4-09-252006-6 カラー版名作全集 少年少女世界の文学〔第２版〕 イギリス編 ５ 執筆 

5 梶竜雄 978-4-09-252005-9 カラー版名作全集 少年少女世界の文学〔第２版〕 イギリス編 ４ 執筆 

6 后藤有一 978-4-09-252015-8 カラー版名作全集 少年少女世界の文学〔第２版〕 フランス編 ４ 執筆 

7 近藤健 978-4-09-252004-2 カラー版名作全集 少年少女世界の文学〔第２版〕 イギリス編 ３ 執筆 

8 田島準子 
978-4-09-252003-5 カラー版名作全集 少年少女世界の文学〔第２版〕 イギリス編 ２ 執筆 

978-4-09-252006-6 カラー版名作全集 少年少女世界の文学〔第２版〕 イギリス編 ５ 執筆 

9 土家由岐雄 978-4-09-252013-4 カラー版名作全集 少年少女世界の文学〔第２版〕 フランス編 ２ 執筆 

10 永井鱗太郎 978-4-09-252017-2 カラー版名作全集 少年少女世界の文学〔第２版〕 ドイツ編 １ 執筆 

11 奈街三郎 
978-4-09-252008-0 カラー版名作全集 少年少女世界の文学〔第２版〕 アメリカ編 ２ 執筆 

978-4-09-252015-8 カラー版名作全集 少年少女世界の文学〔第２版〕 フランス編 ４ 執筆 

12 山田珠樹 978-4-09-252015-8 カラー版名作全集 少年少女世界の文学〔第２版〕 フランス編 ４ 執筆 

13 花岡大学 978-4-09-252015-8 カラー版名作全集 少年少女世界の文学〔第２版〕 フランス編 ４ 執筆 

14 石川湧 978-4-09-252015-8 カラー版名作全集 少年少女世界の文学〔第２版〕 フランス編 ４ 執筆 

15 氷川瓏 978-4-09-252014-1 カラー版名作全集 少年少女世界の文学〔第２版〕 フランス編 ３ 執筆 

16 平井芳夫 978-4-09-252012-7 カラー版名作全集 少年少女世界の文学〔第２版〕 フランス編 １ 執筆 

17 藤原一生 
978-4-09-252004-2 カラー版名作全集 少年少女世界の文学〔第２版〕 イギリス編 ３ 執筆 

978-4-09-252016-5 カラー版名作全集 少年少女世界の文学〔第２版〕 フランス編 ５ 執筆 

18 村松千代 978-4-09-252021-9 カラー版名作全集 少年少女世界の文学〔第２版〕 南欧編 執筆 

19 佐々木邦 978-4-09-252021-9 カラー版名作全集 少年少女世界の文学〔第２版〕 南欧編 執筆 

20 岩崎純孝 978-4-09-252021-9 カラー版名作全集 少年少女世界の文学〔第２版〕 南欧編 執筆 

21 森いたる 
978-4-09-252010-3 カラー版名作全集 少年少女世界の文学〔第２版〕 アメリカ編 ４ 執筆 

978-4-09-252018-9 カラー版名作全集 少年少女世界の文学〔第２版〕 ドイツ編 ２ 執筆 

22 池田浩彰 

978-4-09-252004-2 カラー版名作全集 少年少女世界の文学〔第２版〕 イギリス編 3 イラスト 

978-4-09-252008-0 カラー版名作全集 少年少女世界の文学〔第２版〕 アメリカ編 2 イラスト 

978-4-09-252014-1 カラー版名作全集 少年少女世界の文学〔第２版〕 フランス編 3 イラスト 
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978-4-09-252017-2 カラー版名作全集 少年少女世界の文学〔第２版〕 ドイツ編 1 イラスト 

23 古賀亜十夫 978-4-09-252002-8 カラー版名作全集 少年少女世界の文学〔第２版〕 イギリス編 1 イラスト 

24 駒宮録郎 
978-4-09-252015-8 カラー版名作全集 少年少女世界の文学〔第２版〕 フランス編 4 イラスト 

978-4-09-252020-2 カラー版名作全集 少年少女世界の文学〔第２版〕 北欧編 イラスト 

25 佐藤照雄 978-4-09-252020-2 カラー版名作全集 少年少女世界の文学〔第２版〕 南欧編 イラスト 

26 霜野二一彦 

978-4-09-252012-7 カラー版名作全集 少年少女世界の文学〔第２版〕 フランス編 1 イラスト 

978-4-09-252016-5 カラー版名作全集 少年少女世界の文学〔第２版〕 フランス編 5 イラスト 

978-4-09-252005-9 カラー版名作全集 少年少女世界の文学〔第２版〕 イギリス編 4 イラスト 

978-4-09-252011-0 カラー版名作全集 少年少女世界の文学〔第２版〕 アメリカ編 5 イラスト 

27 武部本一郎 978-4-09-252010-3 カラー版名作全集 少年少女世界の文学〔第２版〕 アメリカ編 4 イラスト 

28 竹山のぼる 
978-4-09-252006-6 カラー版名作全集 少年少女世界の文学〔第２版〕 イギリス編 5 イラスト 

978-4-09-252018-9 カラー版名作全集 少年少女世界の文学〔第２版〕 ドイツ編 2 イラスト 

29 松田みのる 978-4-09-252009-7 カラー版名作全集 少年少女世界の文学〔第２版〕 アメリカ編 3 イラスト 

30 矢車凉 

978-4-09-252003-5 カラー版名作全集 少年少女世界の文学〔第２版〕 イギリス編 2 イラスト 

978-4-09-252004-2 カラー版名作全集 少年少女世界の文学〔第２版〕 イギリス編 3 イラスト 

978-4-09-252020-2 カラー版名作全集 少年少女世界の文学〔第２版〕 北欧編 イラスト 

31 輪島清隆 
978-4-09-252019-6 カラー版名作全集 少年少女世界の文学〔第２版〕 ドイツ編 3 イラスト 

978-4-09-252020-2 カラー版名作全集 少年少女世界の文学〔第２版〕 南欧編 イラスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


