
広 告 原 稿 

  

①広告主名 

凸版印刷株式会社 印刷博物館 

 

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 

『観察絵本キンダーブック』の文章、挿絵・図版およびその原画、デザイン（著作者名など詳細は別表

［著作物一覧］参照） 

 

④連絡先 

 社名 凸版印刷株式会社 印刷博物館        担当者名 本多 真紀子 

住所 〒112-8531 東京都文京区水道１－３－３トッパン小石川ビル 

 TEL 03-5840-2300               FAX 03-5840-1567 

 E-mail honda@printing-museum.org 

⑤詳細 

 

印刷博物館では企画展「キンダーブックの90年―童画と童謡でたどる子どもたちの世界―」を開催予定です。 

展覧会では、図録も発行予定にしております。しかし、著作者、著作権者の方のご連絡先が判明しないものがあ

り、情報のご提供をお願いいたします。 

つきましては、展覧会図録掲載にあたり、別紙に掲載いたしました著作物について、著作者、著作権者、著作権

継承者、または著作権者の連絡先に関する情報をお持ちの方は、上記までご連絡ください。 

 

 

 



別表［著作物一覧］
以下の資料の著作権者および著作権継承者に関する情報を求めております。

誌名 集編 タイトル 発行年月 発行所 作品名 著作者名 該当箇所
観察絵本 キンダーブック 　第１集第１編 「お米の巻」(B5) 1927年11月 フレーベル館 オコメ ノ　ミホン 不明 2頁
観察絵本 キンダーブック 　第１集第１編 「お米の巻」(B5) 1927年11月 フレーベル館 クサトリ　ト　ミヅカケ 不明 9-10頁
観察絵本 キンダーブック 　第１集第１編 「お米の巻」(B5) 1927年11月 フレーベル館 ツミダシ 不明 21-22頁

観察絵本 キンダーブック 　第１集第１編 「お米の巻」（B4) 1927年11月 フレーベル館
タガヤス　オダウグ／
オコメ　ノ　ミホン

不明 1頁

観察絵本 キンダーブック 　第１集第１編 「お米の巻」(B5) 1927年11月 フレーベル館 オコメヲタベル　オナカマ 的場朝二 画 3-4頁
観察絵本 キンダーブック 　第１集第１編 「お米の巻」(B5) 1927年11月 フレーベル館 モミマキ 的場朝二 画 5-6頁
観察絵本 キンダーブック 　第１集第１編 「お米の巻」(B5) 1927年11月 フレーベル館 アキ　ノ　ミノリ 的場朝二 画 13-14頁
観察絵本 キンダーブック 　第１集第１編 「お米の巻」(B5) 1927年11月 フレーベル館 トリイレ 的場朝二 画 15-16頁
観察絵本 キンダーブック 　第１集第１編 「お米の巻」(B5) 1927年11月 フレーベル館 ホウネン　マツリ 的場朝二 画 19-20頁
観察絵本 キンダーブック 　第１集第１編 「お米の巻」(B5) 1927年11月 フレーベル館 コメツキ 的場朝二 画 23-24頁
観察絵本 キンダーブック 　第１集第１編 「お米の巻」(B5) 1927年11月 フレーベル館 七五三　ノ　ゴチソウ 的場朝二 画 25-26頁
観察絵本 キンダーブック 　第１集第１編 「お米の巻」(B5) 1927年11月 フレーベル館 オコメ　デ　コシラエタモノ 的場朝二 画 29-30頁
観察絵本 キンダーブック 　第１集第１編 「お米の巻」（B4) 1927年11月 フレーベル館 オコメヲタベル　オナカマ 的場朝二 画 2頁
観察絵本 キンダーブック 　第１集第１編 「お米の巻」（B4) 1927年11月 フレーベル館 表紙 的場朝二 画 表紙
観察絵本 キンダーブック 第１集 第２編 「乗物の巻（其一）」 1928年3月 フレーベル館 ギンザ 的場朝二 画 7-8頁
観察絵本 キンダーブック 第１集 第４編 「養蠶の巻」 1928年？月 フレーベル館 キヌセイヒン 的場朝二 画 7-8頁
観察絵本 キンダーブック 第１集 第６編 「犬の巻」 1928年11月 フレーベル館 イヌコ 的場朝二 画 2頁
観察絵本 キンダーブック 第１集 第９編 「お人形の巻」 1929年2月 フレーベル館 人形遊び 的場朝二 画 表紙
観察絵本 キンダーブック 　第１集第１編 「お米の巻」(B5) 1927年11月 フレーベル館 ワルモノ　セイバツ 世良田勝 画 11-12頁
観察絵本 キンダーブック 　第１集第１編 「お米の巻」(B5) 1927年11月 フレーベル館 ウス　ヒキ 世良田勝 画 17-18頁
観察絵本 キンダーブック 　第１集第１編 「お米の巻」(B5) 1927年11月 フレーベル館 ヘイタイサン　ノ　ゴハンタキ 世良田勝 画 27-28頁
観察絵本 キンダーブック 　第１集第１編 「お米の巻」（B4) 1927年11月 フレーベル館 ヘイタイサン　ノ　ゴハンタキ 世良田勝 画 裏表紙

観察絵本 キンダーブック 第１集 第９編 「お人形の巻」 1929年2月 フレーベル館
米国デ日本人形ノ歓迎／
ママゴトアソビ／
コドモト　ニンギョウ

北澤泉 画 3-4頁

観察絵本 キンダーブック 第２集 第１編 「オウチト　エウチヱン」 1929年4月 フレーベル館
園庭観察　ハナゾノ/
室内遊戯　オイウギ

田村昇 文・画／
田村昇 画

3-4頁

観察絵本 キンダーブック 第２集 第８編 「熱と光の巻」 1929年11月 フレーベル館 ネツノモト 田村昇 画 3頁
観察絵本 キンダーブック 第２集 第８編 「熱と光の巻」 1929年11月 フレーベル館 ヒカリノモト 羽室邦彦 画 4頁
観察絵本 キンダーブック 第４集 第７編 「歌と踊の巻」 1931年10月 フレーベル館 ラジオノ　コドモノ　ジカン 明石精一 画 6頁
観察絵本 キンダーブック 第１４集 第２編 「三ツノ　オハナシ」 1941年5月 フレーベル館 モモタロウト　ピノチオト　アカズキン 宮寺三郎 画 表紙
観察絵本 キンダーブック 第１４集 第８編 「ツチノナカノ　ハナシ」 1941年11月 フレーベル館 ヰドト　バウクウガウ 耳野卯三郎 画 8-9頁
観察絵本 キンダーブック 第６集 第５編 「おうちの　まわり」 1951年8月 フレーベル館 ひるの　ひまわり 耳野卯三郎 画 5-6頁
観察絵本 キンダーブック 第３集 第４編 「さつまいも」 1948年7月 フレーベル館 むらから　まちへ 澤井一三郎 画 7-8頁

観察絵本 キンダーブック 第４集 第９編 「ぼくの　おうち」 1949年12月 フレーベル館
いま　みんな　どこで
なにを　していますか

澤井一三郎 画 5-6頁

観察絵本 キンダーブック 第５集 第２編 「おかあさん」 1950年5月 フレーベル館 ははの　ひ 立野玲子 画 3-4頁
観察絵本 キンダーブック 第６集 第５編 「おうちの　まわり」 1951年8月 フレーベル館 ゆうすずみ 合田小三郎 画 9-10頁
観察絵本 キンダーブック 第１４集 第１編 「あたたかい　おひさま」 1959年4月 フレーベル館 どうぶつ　ぱのらま 上田三郎 画 付録
観察絵本 キンダーブック 第１７集 第６編 「とうかいどう　しんかんせん」 1962年9月 フレーベル館 しうんてん 上田三郎 画 11-12頁
観察絵本 キンダーブック五～六才用 第１９集 第４編 「ほし」 1964年7月 フレーベル館 つうしん　えいせい 上田三郎 画 13-14頁
観察絵本 キンダーブック五～六才用 第２０集 第７編 「てつどう」 1965年10月 フレーベル館 てつどうもけい 上田三郎 画 表紙
観察絵本 キンダーブック 第９集 第１編 「はるが　きた　きた」 1954年4月 フレーベル館 こどもはくぶつかん 上田三郎 画 付録
観察絵本 キンダーブック 第９集 第２編 「まわれ　まわれ」 1954年5月 フレーベル館 こどもはくぶつかん きしゃのなかま 上田三郎 画 付録
観察絵本 キンダーブック 第９集 第３編 「じょうぶな　こども」 1954年6月 フレーベル館 こどもはくぶつかん ふねのなかま 上田三郎 画 付録
観察絵本 キンダーブック 第１５集 第６編 「れっしゃ」 1960年9月 フレーベル館 とっきゅう　こだま 佐藤照雄 画 2-4頁
観察絵本 キンダーブック 第１６集 第１編 「どうぶつの　うた」 1961年4月 フレーベル館 ぞうさん 井口文秀 画 7-8頁
観察絵本 キンダーブック五～六才用 第１９集 第１編 「はるの　どうぶつ」 1964年4月 フレーベル館 おたまじゃくしは　なかないね 井口文秀 画 3-4頁
観察絵本 キンダーブック五～六才用 第１９集 第２編 「とり」 1964年5月 フレーベル館 ことりやさんで 山田三郎 画 9-10頁
観察絵本 キンダーブック 第１８集 第１編 「どこにも　はるが」 1963年4月 フレーベル館 きを　つけましょう 松田文雄 画 3-4頁
観察絵本 キンダーブック五～六才用 第１９集 第３編 「ふね」 1964年6月 フレーベル館 ゆめの　ふね・すいちゅうよくせん 池田献児 画 13-14頁
観察絵本 キンダーブック五～六才用 第２２集 第７編 「からだ」 1967年10月 フレーベル館 はな センバ太郎 画 3-4頁
２－観察キンダーブック 第２８集 第１編 「もりの　おやこ」 1973年4月 フレーベル館 おはなし　ハメルンの　ふえふき センバ太郎 画 30-33頁
２－観察キンダーブック 第２８集 第１編 「もりの　おやこ」 1973年4月 フレーベル館 おはなし　ハメルンの　ふえふき センバ太郎 画 30-33頁原画3点
２－観察キンダーブック 第３１集 第１編 「おひさま」 1976年4月 フレーベル館 おひさま センバ太郎 画 13-14頁
観察絵本 キンダーブック五～六才用 第２３集 第６編 「たいふう」 1968年9月 フレーベル館 たいふうじょうほう	 川本哲夫 画 1-2頁
２－観察キンダーブック 第２６集 第５編 「とんぼと　せみ」 1971年8月 フレーベル館 とんぼと　せみ 佐々木啓祐 画 表紙
２－観察キンダーブック 第３２集 第７編 「おおむかしの　いきもの」 1977年10月 フレーベル館 おおむかしの　いきもの 平沢茂太郎 画 16-17頁
２－観察キンダーブック 第３３集 第８編 「パトロールカー」 1978年11月 フレーベル館 パトロールカー 竹山のぼる 画 6-7頁

２－観察キンダーブック 第４０集 第２編
「からだの　なかを
のぞいてみると」

1985年5月 フレーベル館
からだの　なかを
のぞいてみると

小野愛子　製作 6-15頁

キンダーブックジュニア（３才用） 第1集 第１編 「たのしいな　うれしいな」 1987年4月 フレーベル館 たのしいな　うれしいな 木村秀子 人形製作 表紙
キンダーブックジュニア（３才用） 第1集 第１編 「たのしいな　うれしいな」 1987年4月 フレーベル館 たのしいな　うれしいな 功野真矢　デザイン 表紙
観察絵本 キンダーブック 第３集 第８編  ｢旗の巻｣ 1930年11月 フレーベル館 ウンドウカイ 吉村暁 文 7-8頁
観察絵本 キンダーブック 第６集 第１１編 「ひの　いろいろ」 1952年2月 フレーベル館 えいが　かい 奈街三郎 文 9-10頁
観察絵本 キンダーブック 第１０集 第９編 「おうち」 1955年12月 フレーベル館 ぜんちゃんの　まち	 奈街三郎 文 9-10頁
観察絵本 キンダーブック 第１１集 第１編 「おともだち」 1956年4月 フレーベル館 折り畳み別冊絵本 奈街三郎 文 付録

観察絵本 キンダーブック 第１２集 第３編 「ひこうき」 1957年6月 フレーベル館
ひこうきの　はたらき／
ひこうきの　なか

宮本晃男 文　 5-6頁

観察絵本 キンダーブック 第１６集 第２編 「そらを　とぶ」 1961年5月 フレーベル館
ろけっと／はなび
（解説 先生・お母様へ）

井沢桂二 解説 11頁

発行年 発行 著作者名
1928-1929年頃 フレーベル館 的場朝二画

資料名
ポスター「観察絵本キンダーブック第1集全10巻 予約会員募集」


