
特選：街頭紙芝居

1 ジャングルボーイ
B4（10枚 1組）× 12組
（64・86・138・141・144・147・150・160・161・164・165・166）

東健児・有沢史郎（作）／野田新太郎（画） ￥850,000（税別）

ジャングルボーイ　64　：B4（10枚 1組）東健児（作）／野田新太郎（画）　検閲印 少イタミ

ジャングルボーイ　86　：B4（10枚 1組）東健児（作）／野田新太郎（画）　検閲印 少イタミ

＊ 富士会：大阪市西成区にあった紙芝居の絵元・貸元

富士会



2 特選：街頭紙芝居

ジャングルボーイ　138　：B4（10枚 1組）有沢史郎（作）／野田新太郎 （画）　検閲印 少イタミ

ジャングルボーイ　141　：B4（10枚 1組）有沢史郎（作）／野田新太郎（画）　検閲印 少イタミ

ジャングルボーイ　144　：B4（10枚 1組）有沢史郎（作）／野田新太郎（画）　検閲印 少イタミ

ジャングルボーイ　150　：B4（10枚 1組）有沢史郎（作）／野田新太郎（画）　検閲印 少イタミ

ジャングルボーイ　147　：B4（10枚 1組）有沢史郎（作）／野田新太郎（画）　検閲印 少イタミ



3特選：街頭紙芝居

ジャングルボーイ　161　：B4（10枚 1組）有沢史郎（作）／野田新太郎（画）　検閲印 少イタミ

ジャングルボーイ　165　：B4（10枚 1組）有沢史郎（作）／野田新太郎（画）　検閲印 少イタミ

ジャングルボーイ　166　：B4（10枚 1組）有沢史郎（作）／野田新太郎（画）　検閲印 少イタミ

ジャングルボーイ　164　：B4（10枚 1組）有沢史郎（作）／野田新太郎（画）　検閲印 少イタミ

ジャングルボーイ　160　：B4（10枚 1組）有沢史郎（作）／野田新太郎（画）　検閲印 少イタミ



4 特選：街頭紙芝居

原爆娘　6　：B4（10枚 1組）有沢史郎（作）／藤野拳太 （画）　検閲印 少イタミ

原爆娘　9　：B4（10枚 1組）有沢史郎（作）／藤野ケン太（画）　検閲印 少イタミ

9801628 原爆娘　11　：B4（10枚 1組）有沢史郎（作）／ふじのケン太（画）　検閲印 少イタミ

原爆娘　7　：B4（10枚 1組）有沢史郎（作）／藤野ケン太（画）　検閲印 少イタミ

2 原爆娘
B4（10枚 1組）× 9組（6・7・9・11・18・19・22・27・31）
有沢史郎（作）／藤野拳太（画） ￥650,000（税別）



5特選：街頭紙芝居

原爆娘　18　：B4（10枚 1組）有沢史郎（作）　検閲印 少イタミ

原爆娘　27　：B4（10枚 1組）有沢史郎（作）　検閲印 少イタミ

原爆娘　19　：B4（10枚 1組）有沢史郎（作）／藤野ケン太（画）　検閲印 少イタミ

原爆娘　22　：B4（10枚 1組）有沢史郎（作）／藤野ケン太（画）　検閲印 少イタミ

原爆娘　31　：B4（10枚 1組）有沢史郎（作）／ケン太（画）　検閲印 少イタミ



6 特選：街頭紙芝居

雷太郎　21　：B4（10枚 1組）化物退治の巻　四海静波（作）／朝原（線）　検閲印 少イタミ

雷太郎　20　：B4（10枚 1組）四海静波（作）／朝原（線）　検閲印 少イタミ

雷太郎　18　：B4（10枚 1組）化物退治の巻　四海静波（作）／朝原（線）　検閲印 少イタミ

3 雷太郎　化物退治の巻
B4（10枚 1組）× 6組（18・20・21・23・31・32）
四海静波（作）／朝原（線） ￥400,000（税別）

雷太郎　23　：B4（10枚 1組）化物退治の巻　四海静波（作）／朝原（線）　検閲印 少イタミ

雷太郎　31　：B4（10枚 1組）化物退治の巻　四海静波（作）／朝原（線）　検閲印 少イタミ



7特選：街頭紙芝居

雷太郎　32　：B4（10枚 1組）化物退治の巻　四海静波（作）／朝原（線）　検閲印 少イタミ

4 怪談恨みの縞財布　10
B4（10枚 1組）×1組　赤坂やすを（作）／朝原潤一（画）　検閲印 少イタミ ￥50,000（税別）

5 ひめゆりの塔　現代悲話　第20巻
B4（10枚 1組）× 1組　阿倍八郎（作）／青野散歩（画）　検閲印 少イタミ ￥65,000（税別）

6 覆面どくろ隊　8
B4（10枚 1組）× 1組　赤坂やすを（作）／忠志（画）　検閲印 少イタミ ￥50,000（税別）



8 特選：街頭紙芝居

7 水戸黄門漫遊記　画劇講談　23
B4（10枚 1組）× 1組　八坂泰史（作）／あさはら（線）　検閲印 少イタミ ￥60,000（税別）

8 母人形　1
B4（10枚 1組）×1組　阿倍八郎（作）／香住絵以子（画）　検閲印 少イタミ ￥50,000（税別）

9 花咲く丘　2
B4（10枚 1組）×1組　阿倍八郎（作）／香住絵以子（画）　検閲印 少イタミ ￥50,000（税別）

10 エリ子さん　669
B4（10枚 1組）× 1組　検閲印 少イタミ ￥45,000（税別）



9特選：街頭紙芝居

少年タロウ　No.36　：B4（11枚 1組）　有沢史郎（作）／幸朗（画）　検閲印 少イタミ

少年タロウ　No.59　：B4（11枚 1組）　有沢史郎（作）／幸朗（画）　検閲印 少イタミ

11 冒険活劇　少年タロウ
B4（11枚 1組）× 4組　（36・59・60・63）　有沢史郎（作）／幸朗（画） ￥260,000（税別）

少年タロウ　No.60　：B4（11枚 1組）　有沢史郎（作）／幸朗（画）　検閲印 少イタミ

少年タロウ　No.63　：B4（11枚 1組）　有沢史郎（作）／幸朗（画）　検閲印 少イタミ

＊ 画劇文化社：墨田区縁町にあった紙芝居の絵元・貸元

画劇文化社



10 特選：街頭紙芝居

12 おんぼろバスのちーちゃん
B4（11枚 1組）× 4組　（11・12・13・25）　英二朗（作画） ￥200,000（税別）

おんぼろバスのちーちゃん　11　：B4（11枚 1組）英二朗（作画）　検閲印 少イタミ

おんぼろバスのちーちゃん　12　：B4（11枚 1組）英二朗（作画）　検閲印 少イタミ

おんぼろバスのちーちゃん　13　：B4（11枚 1組）英二朗（作画）　検閲印 少イタミ

おんぼろバスのちーちゃん　25　：B4（11枚 1組）英二朗（作画）　検閲印 少イタミ



11特選：街頭紙芝居

悪魔の指紋　No.15　：B4（11枚 1組）吉川三四郎（作）　検閲印 少イタミ

悪魔の指紋　No.14　：B4（11枚 1組）吉川三四郎（作）　検閲印 少イタミ

13 悪魔の指紋
B4（11枚 1組）× 2組　（14・15）　吉川三四郎（作） ￥120,000（税別）

少年回天記　第 1篇第 11 巻　：B4（11枚 1組）吉川三四郎（作）／ケイタジミ（画）　検閲印 少イタミ

少年回天記　第 1篇第 25 巻　：B4（11枚 1組）吉川三四郎（作）／ケイタジミ（画）　検閲印 少イタミ

14 少年回天記
B4（11枚 1組）× 3組　（第 1篇第 11・25・27巻）
吉川三四郎（作）／ケイタジミ（画） ￥150,000（税別）



12 特選：街頭紙芝居

少年回天記　第 1篇第 27 巻　：B4（11枚 1組）吉川三四郎（作）／ケイタジミ（画）　検閲印 少イタミ

15 ぬまのおとこ　2
B4（11枚 1組）× 1組　検閲印 少イタミ ￥50,000（税別）

16 絹の糸玉　13
B4（11枚 1組）× 1組　火鳥静（作画）　検閲印 少イタミ ￥50,000（税別）

＊ あけぼの会：荒川区南千住にあった紙芝居の絵元・貸元

あけぼの会



13特選：街頭紙芝居

花の若衆　44　：B4（11枚 1組）清水幸太郎（作画）　自由社　検閲印 少イタミ

17 怪異劇　白狐塚　第25巻
B4（10枚 1組）× 1組　中村正登（作）／石川観風（画）　少イタミ 少汚 ￥60,000（税別）

18 ヤス坊　No.2803
B4（10枚 1組）× 1組　キートン（作画）　印 少イタミ ￥40,000（税別）

19 花の若衆
B4（11枚 1組）× 3組　（44・59・61）
清水幸太郎（作画）　自由社・第一全優社 ￥160,000（税別）

＊ 自由社：東京都荒川区にあった紙芝居の絵元・貸元

あづまや会

自由社



14 特選：街頭紙芝居

花の若衆　59　：B4（11枚 1組）清水幸太郎（作線）　第一全優社　検閲印 少イタミ

花の若衆　61　：B4（11枚 1組）清水幸太郎（作画）　第一全優社　検閲印 少イタミ

とんとん金ちゃん　112　：B4（10枚 1組）　検閲印 少イタミ

とんとん金ちゃん　86　：B4（10枚 1組）　検閲印 少イタミ

20 とんとん金ちゃん
B4（11枚 1組）× 2組　（86・112） ￥90,000（税別）

＊ 第一全優社：三河島にあった紙芝居の絵元・貸元



15特選：街頭紙芝居

花と牙　52　：B4（11枚 1組）　やまゆきひろ（作画）　検閲印 少イタミ

21 いたこ船唄　No.22
B4（11枚 1組）× 1組　荒川町子（作）　検閲印 少イタミ ￥45,000（税別）

22 銀蛇の腕環　No.56
B4（11枚 1組）× 1組　益子繁（作）／宮尾淳（彩）　検閲印 少イタミ ￥60,000（税別）

23 武蔵野の少女　24
B4（10枚 1組）×1組　稲田みのる（作）／坂下三郎（画）　検閲印 少イタミ ￥45,000（税別）

24 花と牙
B4（11枚 1組）× 2組（52・53）　やまゆきひろ（作画） ￥130,000（税別）



16 特選：街頭紙芝居

花と牙　53　：B4（11枚 1組）　やまゆきひろ（作画）　検閲印 少イタミ

母子鳥　No.35　：B4（11枚 1組）　むらたよしび（画）　検閲印 少イタミ

25 鬼の影　34　林作太郎渾心の大作
B4（11枚 1組）× 1組　かんこう（線）／かづみ（彩）　検閲印 少イタミ ￥45,000（税別）

26 母子鳥
B4（11枚 1組）× 2組（No.35・36）　むらたよしび（画） ￥100,000（税別）

母子鳥　No.36　：B4（11枚 1組）　少イタミ

＊ 聖和社：豊島区池袋にあった紙芝居の絵元・貸元

聖和社



17特選：街頭紙芝居

人工魔人　4　：B4（10枚 1組）南文魚（作画）　聖和社　検閲印 少イタミ

人工魔人　12　：B4（10枚 1組）南文魚（作画）　少イタミ

人工魔人　17　：B4（10枚 1組）南文魚（作画）　検閲印 少イタミ

人工魔人　13　：B4（10枚 1組）南文魚（作画）　少イタミ

27 人工魔人
B4（10枚 1組）× 6組（4・12・13・17・18・19）　南文魚（作画） ￥400,000（税別）



18 特選：街頭紙芝居

人工魔人　18　：B4（10枚 1組）南文魚（作画）　少イタミ

人工魔人　19　：B4（10枚 1組）南文魚（作画）　検閲印 少イタミ

山から来た男　81　：B4（11枚 1組）林作太郎（作）　少イタミ

28 山から来た男
B4（11枚 1組）× 2組（81・110）　林作太郎（作）／鴨ひかる（線） ￥130,000（税別）

山から来た男　110　：B4（11枚 1組）林作太郎（作）／鴨ひかる（線）　少イタミ



19特選：街頭紙芝居

鉄仮面　97　：B4（11枚 1組）鬼頭栄吉（作画）　少イタミ

鉄仮面　106　：B4（11枚 1組）鬼頭栄吉（作画）　少イタミ

鉄仮面　175　：B4（11枚 1組）鬼頭栄吉（作画）　少イタミ

29 鉄仮面
B4（11枚 1組）× 7組（97・106・175・179・181・185・186）
鬼頭栄吉（作画） ￥500,000（税別）

黒潮童話画劇合資会社



20 特選：街頭紙芝居

鉄仮面　181　：B4（11枚 1組）鬼頭（作画）　少イタミ

鉄仮面　179　：B4（11枚 1組）鬼頭栄吉（作画）　少イタミ

鉄仮面　185　：B4（11枚 1組）鬼頭栄吉（作画）　少イタミ

鉄仮面　186　：B4（11枚 1組）鬼頭（作画）　少イタミ



21特選：街頭紙芝居

母紅涙　第 21巻　：B4（10枚 1組）上野しのぶ（作）／小倉浩太郎（画）　少イタミ

母紅涙　第 30巻　：B4（10枚 1組）上野しのぶ（作）／小倉浩太郎（画）　少イタミ

母紅涙　第 28巻　：B4（10枚 1組）上野しのぶ（作）／小倉浩太郎（画）　少イタミ シミ

母紅涙　第 32巻　：B4（10枚 1組）上野しのぶ（作）／小倉浩太郎（画）　イタミ

30 母紅涙
B4（10枚 1組）× 6組（21・28・30・32・33・34）
上野しのぶ（作）／小倉浩太郎（画） ￥280,000（税別）

＊ オール画劇社：浦和市白幡町にあった紙芝居の絵元・貸元

オール画劇社



22 特選：街頭紙芝居

母紅涙　第 33巻　：B4（10枚 1組）上野しのぶ（作）／小倉浩太郎（画）　少イタミ 少ヤケ

母紅涙　第 34巻　：B4（10枚 1組）上野しのぶ（作）／小倉浩太郎（画）　汚 少イタミ 少ヤケ

あばしりの鈴蘭　第 20巻　：B4（9枚 1組）宇津木蓈（作画）　少イタミ 少ヤケ

網走の鈴蘭　第 21巻　：B4（10枚 1組）宇津木蓈（原作）／あきら（画）　少イタミ 少汚

31 あばしりの鈴蘭／網走の鈴蘭
B4（9枚 1組）＋（10枚 1組）2組（20・21）
宇津木蓈（原作・作画）／あきら（画） ￥80,000（税別）



23特選：街頭紙芝居

愛の山河　1　：B4（11枚 1組）としお（作）／山内延哉（画）　少ヤケ 少汚 少ムレ イタミ 破

愛の山河　3　：B4（11枚 1組）としお（作）／山内延哉（画）　少ヤケ 少汚 少イタミ

愛の山河　7　：B4（10枚 1組）としお（作）／山内延哉（画）　印 少ヤケ 少汚 少イタミ

愛の山河　11　：B4（11枚 1組）としお（作）／山内延哉（画）　印 少ヤケ 少汚 少イタミ

32 愛の山河
B4（11枚 1組）× 6組（1・3・7・11・15・17）
としお（作）／山内延哉（画） ￥220,000（税別）

＊ 画劇一誠会本部：荒川区町屋にあった紙芝居の絵元・貸元か？

一誠会



24 特選：街頭紙芝居

愛の山河　15　：B4（11枚 1組）としお（作）／山内延哉（画）　印 少ヤケ 汚 少イタミ 少破

愛の山河　17　：B4（11枚 1組）としお（作）／山内延哉（画）　印 少ヤケ 少汚 少イタミ 少破

33 狼王子ヒラル　27
B4（11枚 1組）× 1組　豊田学（作）／浜じょうじ（線）／秀ひこ（彩）
印 書込 台紙外れ イタミ 少ムレ ￥40,000（税別）

34 怒れ天平　34
B4（11枚 1組）× 1組（34）　佐良十一（作画・彩色）　印 書込 少イタミ ￥40,000（税別）

ひかり社
＊ ひかり社：台東区山伏町にあった紙芝居の絵元・貸元



25特選：街頭紙芝居

のりちゃん　No.6　：B4（10枚 1組）探偵の巻　原のぶを（作）少イタミ

のりちゃん　No.3　：B4（10枚 1組）探偵の巻　原のぶを（作）　少イタミ

のりちゃん　No.16　：B4（10枚 1組）探検の巻　原のぶを（作）　少イタミ

35 ロボット鉄くらげ　20
B4（11枚 1組）× 1組　佐良十一（作画・彩色）　印 少ヤケ 少汚 イタミ 少破 ￥60,000（税別）

36 のりちゃん
B4（10枚 1組）× 4組（3・6・16・39）　原のぶを（作） ￥150,000（税別）

共栄社



26 特選：街頭紙芝居

のりちゃん　No.39　：B4（10枚 1組）　原のぶを（作）　少イタミ

37 少天使　3
B4（10枚 1組）× 1組　唐治谷寛（作）／桃花村（画）　少イタミ 少シミ ￥35,000（税別）

38 ボクちん　889
B4（10枚 1組）× 1組　唐治谷寛（作）／桃花村（画）　少イタミ 審査済印 ￥40,000（税別）

関西画劇社

さんゆう漫画劇場



27特選：街頭紙芝居

トク坊　3825　：B4（10枚 1組）　手書き 反り シミ ヤケ 少イタミ

トク坊　4101　：B4（10枚 1組）　手書き 反り シミ ヤケ 少イタミ

トク坊　4131　：B4（10枚 1組）　印 少イタミ

トク坊　4267　：B4（10枚 1組）　印 少イタミ

39 トク坊
B4（10枚 1組）× 5組（3825・4101・4131・4267・4317） ￥200,000（税別）

神港画劇協会
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トク坊　4317　：B4（10枚 1組）　印 少イタミ

40 キンちゃん　1092
B4（10枚 1組）× 1組　手書き 反り シミ ヤケ 傷み ￥40,000（税別）

◎ 紙芝居用木枠
￥20,000（税別）
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41　かぐや姫
B4（20 枚 1組）幼稚園紙芝居 第 8輯
監輯：浜田広介／画：千地琇弘　全甲社　函記名 ヤケ

昭和 11年　￥50,000（税別）

42　クルミ割人形
B5（12 枚 1組）クレールの夢：エバナシトーキー
ホフマン　脚色・作曲：水谷しきを／演出・作画：畠野圭右
ヱバナシトーキー社　少ヤケ レコード欠

昭和 11年　￥35,000（税別）

43　トンマナトンクマ
B4（18 枚 1組）幼稚園紙芝居 第 6輯
監輯：浜田 広介／画：日向 まこと　全甲社　少ヤケ 少破

昭和 11年　￥40,000（税別）

45　お釈迦様と鳩
B4（16 枚 1組）仏教紙芝居 第 2輯
監輯：内田 憲堂／作画：高橋 五山　全甲社
ヤケ 少イタミ 少書込　　　　　　　　　　￥45,000（税別）

44　親鸞さま　全 3巻　B3（上巻：9枚・中巻：9枚・下巻：9枚）
新案立体紙芝居　法蔵館　台本無し ヤケ 少イタミ　　　　　　　　昭和 12年　￥150,000（税別）

47　カラスカンベエ（戦前紙芝居）
B4（16 枚 1組）幼稚園紙芝居 第 14 輯
文：高橋 五山／画：中川 治男　全甲社紙芝居刊行会
印 少イタミ 少ヤケ　　　　　昭和 13年　￥40,000（税別）

46　聖徳太子さま（戦前紙芝居）
B4（16 枚 1組）仏教紙芝居 第 5輯
監輯：内山 憲堂／画：千地 琇弘　全甲社
函記名 少線引 ヤケ 少イタミ　昭和 12年　￥45,000（税別）
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48　笛の名人（戦前紙芝居）
B4（17 枚 1組挿込 3枚）尋常小学国語読本 巻 7
教材紙芝居 第 4巻　日本教育紙芝居協会
少ヤケ 少イタミ　　　　　　昭和 14年　￥30,000（税別）

49　金のをの（戦前紙芝居）
B4（18 枚 1組・挿込 3枚）小学国語読本 巻 3
教材紙芝居 第 7巻　日本教育紙芝居協会
少ヤケ 少破　　　　　　　　昭和 14年　￥35,000（税別）

51　共同時代（戦前紙芝居）
B4（14 枚 1組）帝国農会指導　日本教育紙芝居協会
少ヤケ 少イタミ　　　　　　昭和 15年　￥25,000（税別）

50　モモタラウ（戦前紙芝居）
B4（20 枚 1組挿込 2枚）日本教育紙芝居協会
少ヤケ 少シミ 少ムレ 少イタミ テープ補修有

昭和 14年　￥20,000（税別）

52　赤イ花ト青イ海（戦前紙芝居）
B4（22 枚 1組・挿込 4枚）
保育紙芝居　日本教育紙芝居協会
少ヤケ 少破 少イタミ テープ補修有 挿込 1枚欠

昭和 15年　￥25,000（税別）

54 胸の中の歌（戦中紙芝居）
B4（21 枚）
脚本：倉光 俊夫／絵画：佐東 大朗子　日本教育画劇
2 枚欠（第 9・15 場面） 少ヤケ 少シミ

昭和 16年　￥15,000（税別）

53 丘の上のお地蔵さん（戦中紙芝居）
B4（23 枚 1組）
脚本：西村 繁雄／絵画：西 正世志　日本教育画劇
少イタミ 少シミ 少書込 少ヤケ　昭和16年　￥10,000（税別）

55 二人の警防員（戦中紙芝居）
B4（25 枚 1組）
作：倉若 梅二郎／画：飯沼 喜一　大日本警防協会
ヤケ 少破　　　　　　　　　　昭和 16年　￥40,000（税別）
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57　三平の魂まつり（戦中紙芝居）
B4（23 枚 1組・挿込 2枚）
日本教育紙芝居協会作品（註文略号 171）
脚本：古谷 光堂／画：西原 比呂志　日本教育画劇
少ヤケ 少シミ 少イタミ　　　昭和 16年　￥25,000（税別）

58　信愛の道（戦中紙芝居）
B4（24 枚 1組）司法保護画劇 その 2：戯礼雨太郎
脚色：小林 良雄／作画：大河内 健次郎　大日本画劇
少ヤケ 少シミ 少汚　　　　　昭和 16年　￥25,000（税別）

60　二宮尊徳（戦中紙芝居）
B4（25 枚 1組・差込 4枚）日本教育紙芝居協会作品
（註文略号 120）壮年時代 服部家再興
脚色：成瀬 正勝／画：西 正世志　日本教育画劇
少ヤケ 少イタミ　　　　　　昭和 16年　￥35,000（税別）

59　草鞋長者（戦中紙芝居）
B4（20枚 1組・挿込2枚）大蔵省国民貯蓄奨励局指導後援
日本教育紙芝居協会作品 138 編：佐木 秋夫
脚本：平林博／絵画：西正世志　日本教育画劇
少イタミ テープ補修有　　　昭和 16年　￥25,000（税別）

61　安楽伝授所（戦中紙芝居）
B4（19 枚 1組・挿込 2枚）日本教育紙芝居協会作品
（註文略号 174）脚本：平林 博／画：西原 比呂志
日本教育画劇　少ヤケ 少シミ 少イタミ 少破 差込 1枚欠

昭和 16年　￥25,000（税別）

63　頑張り源さん（戦中紙芝居）
B4（20 枚 1組）増産画劇　原作：福島千秋／作画：飯沼喜一
農山漁村文化協会　ヤケ 少破　　昭和 16年　￥30,000（税別）

62　コグマノボウケン（戦中紙芝居）
B4（17 枚 1組・挿込 2枚）日本教育紙芝居協会作品
（註文略号 161）脚本：川崎大治／絵画：西正世志
日本教育画劇　印 ヤケ 少イタミ 補修有　昭和16年　￥35,000（税別）

56　或るバイキンの一生（戦中紙芝居）
B4（21 枚 1組）厚生省後援（注文略号 129）
日本教育紙芝居協会　印 少ヤケ 少イタミ

昭和 16年　￥45,000（税別）
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64　コブトリ（戦中紙芝居）
B4（20 枚 1組）幼稚園紙芝居 第 17 輯
作：高橋 五山／画：油利 聖吉　全甲社紙芝居刊行会
少ヤケ 少シミ 少破 少イタミ　昭和16年　￥35,000（税別）

65　麦は死なず （戦中紙芝居）
B4（24 枚 1組）日本教育紙芝居協会 作品番号 207
産業組合中央会提供　佐木 秋夫編　日本教育画劇
少ヤケ 少シミ 少イタミ　　　昭和 16年　￥35,000（税別）

69　金太郎サン　角力ノ巻（戦中紙芝居）
B4（18 枚 1組・挿込 2枚）
脚本：川崎 大治／絵画：西 正世志　日本教育画劇
挿込 2枚欠 少破 少シミ 少ヤケ　昭和 17年　￥20,000（税別）

67　蓮月尼　（戦中紙芝居）
B4（19 枚 1組）日本教育紙芝居協会作品番号 233
脚本：籠手田 美代／絵画：白井 勝平　日本教育画劇
ヤケ イタミ 少汚 1 枚欠　　　昭和 16年　￥35,000（税別）

71　父待つ夢（戦中紙芝居）
B4（20 枚 1組）司法保護画劇　原作：長谷川 瀏
脚色：松井 光義／作画：飯沼 喜一　大日本画劇
印 少ヤケ　　　　　　　　　昭和 17年　￥35,000（税別）

66　王様とうぐひす（戦中紙芝居）
B4（22 枚 1組）日本教育紙芝居協会作品 234
脚本：橋本 宏／絵画：西原 比呂志　日本教育画劇
少ヤケ　　　　　　　　　　　昭和 16年　￥20,000（税別）

68　産声まで（戦中紙芝居）
B4（21 枚 1組）
脚本：吉田 春／絵画：小谷野 半二　日本教育画劇
少イタミ 少ヤケ 少ムレ　　　昭和 17年　￥35,000（税別）

70　誤解（戦中紙芝居）
B4（24 枚 1組）
脚本：山本 茂男／絵画：野々口 重　日本教育画劇
ヤケ　　　　　　　　　　　　昭和 17年　￥30,000（税別）
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73　健ちゃんばんざい（戦中紙芝居）
B4（20 枚 1組）衛生教材 結核予防連絡
脚本：平林 博／絵画：籠宮 歌二　日本教育画劇
シミ 少イタミ ヤケ 左上部削れあり

昭和 17年　￥20,000（税別）

76　新田義貞（戦中紙芝居）
B4（24 枚 1組）日本教育紙芝居協会
脚本：平林 博／絵画：佐東 大朗子　日本教育画劇
ヤケ イタミ 少汚 少書込 1 枚欠　昭和 17年　￥8,000（税別）

75　天狗の旗 （戦中紙芝居）
B4（23 枚 1組・挿込 2枚）
脚本：南 義郎／絵画：宇田川 種治　日本教育画劇
ヤケ 少イタミ 少破　　　　　昭和 17年　￥30,000（税別）

74　つらぬく誠（戦中紙芝居）
B4（20 枚 1組）
脚本：堀尾 勉／絵画：西 正世志　日本教育画劇
ヤケ 少イタミ 少シミ　　　　昭和 17年　￥30,000（税別）

79　太郎熊と次郎熊（戦中紙芝居）
前・後篇　B4（21 枚挿込 2枚・18枚挿込 4枚：2組）日本教育紙芝居協会作品 256・287
［後篇の題：熊さん学校］脚本：川崎 大治／絵画：宇田川 種治　日本教育画劇
中篇欠 印 ヤケ 少イタミ 補修有　　　　　　　昭和 17-18 年　￥50,000（税別）

77　青の洞門（戦中紙芝居）
B4（24 枚 1組）日本教育紙芝居協会作品番号 270
原作：佐東大郎子／絵画：日本教育紙芝居協会　日本教育画劇
印 ヤケ 少破 少イタミ　　　　昭和 17年　￥35,000（税別）

72　故郷
B4（14 枚 1組）原作：加藤法導／脚本：日本教育紙芝居協会
絵画：野々口 重　日本教育画劇
ヤケ　　　　　　　　　　　　昭和 17年　￥25,000（税別）
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80　見えない悪魔　第 1～ 3（戦中紙芝居）
B4（各 20 枚 3組）結核予防画劇　発病防止篇・早期診断篇・療養篇
原作：佐藤文雄・作画：飯沼喜一／春山 朗／白井勝平　大日本画劇　少ヤケ 少汚 少イタミ　昭和 17年　￥130,000（税別）

78　大事到来 （戦中紙芝居）
B4（22 枚 1組）日本教育紙芝居協会作品 271
脚本：日本教育紙芝居協会／絵画：西正世志　日本教育画劇
印 少ヤケ　　　　　　　　　昭和 17年　￥20,000（税別）

84　牛若丸（戦中紙芝居）新版
B4（17枚 1組・挿込3枚）日本教育紙芝居協会 作品番号 342
脚本：平林 博／画：西 正世志　日本教育画劇
少ヤケ 少シミ　　　　　　　昭和 17年　￥20,000（税別）

81　お釈迦様の帳面（戦中紙芝居）
B4（14 枚 1組・挿込 5枚）
山崎 淳子 （作）／室星 董道 （画）　岡村書店
少イタミ 補修有 挿込 4枚欠　昭和 17年　￥25,000（税別）

83　小サイ燈明（戦中紙芝居）
B4（19枚 1組・挿込1枚）日本教育紙芝居協会作品番号121
脚本：鈴木景山／絵画：西正世志　日本教育画劇
印 ヤケ シミ　　　　　　　　昭和 17年　￥35,000（税別）

82　お山の向かふはお祭だ　（戦中紙芝居）
B4（19枚1組・挿込2枚）日本教育紙芝居協会作品番号292
脚本：川崎 大治／絵画：羽室 邦彦　日本教育画劇
ヤケ シミ　　　　　　　　　昭和 17年　￥15,000（税別）

85　大空に描く（戦中紙芝居）
B4（23 枚 1組・挿込 2枚）
脚本：北島 英作／絵画：西 正世志　日本教育画劇
シミ 汚 少破 少ヤケ　　　　　昭和 18年　￥25,000（税別）



35教育紙芝居

87　頼山陽の母（戦中紙芝居）
B4（24 枚 1組）
脚本：鈴木 景山／絵画：西 正世志　日本教育画劇
ヤケ シミ 少破 3 枚欠　　　　昭和 18年　￥8,000（税別）

91 スズメノオヤド（戦中紙芝居）
B4（16 枚 1組）幼稚園紙芝居 第 21 輯
作：高橋 五山／画：中川 ハルヲ
少ヤケ イタミ 破 補修有　　昭和 18年　￥20,000（税別）

90　法典ヶ原の武蔵（戦中紙芝居）
B4（22 枚 1組）日本教育紙芝居協会作品 作品番号 307
吉川英治　脚色：鈴木景山／絵画：古谷野半二　日本教育画劇
ヤケ 少シミ 少破 テープ補修有　昭和18年　￥30,000（税別）

89　泣いた赤鬼（戦中紙芝居）
B4（20 枚 1組）日本教育紙芝居協会作品 作品番号 356
浜田広介　脚本：松葉八十子／画：西原比呂志　日本教育画劇
少ヤケ 少シミ 少破 少イタミ テープ補修有

昭和 18年　￥20,000（税別）

88　風呂屋の大ちゃん（戦中紙芝居）
B4（15 枚 1組）補助貨回収画劇
作・画：藤井 図夢　戦時物資活用協会
少ヤケ 少シミ　　　　　　　昭和 18年　￥30,000（税別）

93　一本杉（戦中紙芝居）
B4（20 枚 1組）日本教育紙芝居協会作品 384
佐木秋夫編　脚本：矢口栄子／絵画：佐藤大朗子
日本教育画劇　印 補修有　　昭和 18年　￥30,000（税別）

92　家康と塵紙（戦中紙芝居）
B4（16 枚 1組）日本教育紙芝居協会作品番号 386
脚本：神谷喬太郎／絵画：羽室邦彦　日本教育画劇
ヤケ 少書込　　　　　　　　昭和 18年　￥30,000（税別）

86　三ビキノコブタ（戦中紙芝居）
B4（22 枚 1組・挿込 2枚）
脚本：川崎 大治／絵画：西 正世志　日本教育画劇
ヤケ 少破　　　　　　　　　　昭和 18年　￥25,000（税別）
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94　敵くだる日まで（戦中紙芝居）
B4（20 枚 1組）日本教育紙芝居協会作品 388
佐木 秋夫編　脚本：和田 義臣／絵画：西 正世志
日本教育画劇　2 枚欠 少イタミ

昭和 18年　￥10,000（税別）

95　真鯉緋鯉　（戦中紙芝居）
B4（20 枚 1組）日本教育紙芝居協会作品番号 358
作：山田 久寿郎／画：羽室 邦彦　日本教育画劇
少イタミ 少書込　　　　　　昭和 18年　￥35,000（税別）

99　芋の宇平（戦中紙芝居）
B4（20枚 1組）日本教育紙芝居協会作品番号413：大島万世
脚本：鈴木 景山／画：野々口 重　日本教育画劇
少ヤケ 少イタミ 少破 テープ補修有

昭和 19年　￥30,000（税別）

97　明るい店（戦中紙芝居）
B4（20 枚 1組）日本教育紙芝居協会作品 作品番号 429
金子徳原作　絵画：西原比呂志／制作：日本教育紙芝居協会
日本教育画劇　少ヤケ　　　昭和 18年　￥35,000（税別）

96　はだか談義（戦中紙芝居）
B4（16 枚 1組）防犯画劇：警視庁刑事部防犯課指導
作：小林 夜詩男／画：金子 士郎　大日本画劇
少ヤケ 少破 少シミ　　　　　昭和 18年　￥40,000（税別）

101　ドウブツタイクヮイ（戦中紙芝居）
B4（12 枚 1組）日本教育紙芝居協会 作品番号 449
脚本：鈴木 景山／絵画：羽室 邦彦　日本教育画劇
少ヤケ 少シミ 少折　　　　　昭和 19年　￥30,000（税別）

100　アカイマリ（戦中紙芝居）
B4（20 枚 1組）日本教育紙芝居協会 作品番号 446
脚本：川崎 大治／画：西原 比呂志　日本教育画劇
印 少ヤケ 少シミ 少イタミ　　昭和 19年　￥25,000（税別）

98　日本女性の御かがみ 静寛院宮（戦中紙芝居）
B4（20 枚 1組）
作：日本画劇文化協会　静寛院宮奉賛会
印 墨消有り　　　　　　　　昭和 19年　￥50,000（税別）
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102　子どもの海（戦中紙芝居）
B4（20 枚 1組）日本教育紙芝居協会作品 作品番号 453
脚本：中村小坡／画絵：本田幸一／制作：日本教育紙芝居協会
日本教育画劇　印 少ヤケ 汚 少イタミ 少破

昭和 19年　￥30,000（税別）

106　良寛さま
B4（12 枚 1組）作品番号 仁 201　作・画：黒崎義介
大日本画劇　少ヤケ 少シミ 少イタミ テープ補修有

昭和 20年　￥25,000（税別）

105　黒い砂と少年たち
B4（16 枚 1組）少年協承認番号 第 36 号
脚本：玉井 直文／美術：伊藤 文乙　興亜画劇
印 少ヤケ 少イタミ 少破　　　昭和 20年　￥22,000（税別）

103　花サカヂヂイ
B4（20 枚 1組）日本教育紙芝居協会作品 作品番号 478
脚本：鈴木 景山／画：羽室 邦彦　日本教育画劇
少ヤケ 少イタミ テープ補修有　昭和 19年　￥25,000（税別）

104　峠（戦中紙芝居）
B4（18 枚 1組）少文協承認番号 第 32 号
脚本：斎田 喬／美術：伊藤 文乙　興亜画劇
少ヤケ 少イタミ　　　　　　昭和 20年　￥30,000（税別）

109　風の又三郎
B4（18 枚 1組）原作：宮沢賢治
脚色：玉井 直文／美術：伊藤 文乙　興亜画劇
少イタミ ヤケ 少シミ 少書込　昭和 20年　￥25,000（税別）

108　蕗の下の神様
B4（18 枚 1組）
原作：宇野 浩二／絵画：伊藤 文乙　興亜画劇
少破 少ヤケ　　　　　　　　昭和 20年　￥20,000（税別）

107　鶴ノオンガヘシ
B4（12 枚 1組）作品番号 仁 202
作・画：黒崎 義介　大日本画劇
少ヤケ 少シミ 少イタミ　　　昭和 20年　￥40,000（税別）
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110　元気になった繁君
B4（16 枚 1組）峠のつづき
作：伊賀山 昌三／画：伊藤 文乙　国民画劇
少イタミ 少ヤケ 少シミ　　　昭和 21年　￥25,000（税別）

112　少年野口英世
B4（12 枚 1組）
作：星野澄雄／画：新井五郎　大日本画劇
ヤケ 少イタミ 少書込　　　　昭和 21年　￥20,000（税別）

111　金色の魚
B4（12 枚 1組）作品番号 仁 203
作・画：黒崎 義介　大日本画劇
少ヤケ 少シミ 少イタミ　　　昭和 21年　￥45,000（税別）

113　日の丸和尚さん
B3（14 枚 1組）曹洞宗務院編
ムレ シミ イタミ　　　　　　　　　　　　￥50,000（税別）

115　新生
B4（22 枚 1組）E × -1　作：三思会
印 少ヤケ 少汚 ムレ シミ　　　　　　　　￥15,000（税別）

117　花咲ぢぢい
B4（16 枚 1組）
監輯：浜田広介／画：日向マコト　全甲社
少ヤケ 少破 少イタミ テープ補修有 1 枚欠　￥10,000（税別）

114　二宮金次郎
B4（23 枚 1組）日本教育紙芝居協会
少ヤケ 表紙少破 テープ補修有　　　　　　￥20,000（税別）

116　おやゆびひめのぼうけん
B4（16 枚 1組）名作童話紙芝居：アンデルセン
昭和 25 年 11 月 12 日作
少ヤケ 少シミ 少イタミ 補修有　　　　　　￥11,000（税別）
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118　良夫君のグローブ
B4（8枚 1組）画：西川 辰美　大蔵省
少ヤケ 少イタミ　　　　　　　　　　　　　￥8,000（税別）

119　子熊の誕生日
B4（20 枚 1組）
脚本：斎田 喬／絵画：西原 比呂志　国民画劇
少ヤケ 少汚 少破 テープ補修有 1 枚欠　　　￥8,000（税別）

121　良寛さん
B4（16 枚 1組・挿込 1枚）
原作：内山 憲尚／画：丘 みどり （画）　全甲社
少ヤケ 少イタミ テープ補修有 1 枚欠 挿込 1枚欠

￥8,000（税別）

120　お神輿
B4（16 枚 1組）
作：山口 晋平／画：安里 満　日本教育画劇社
印 少ヤケ　　　　　　　　　　　　　　　　￥8,000（税別）

122　サルトカニ
B4（19 枚 1組・挿込 4枚）
少ヤケ 少シミ 少イタミ 少破 1 頁欠 挿込 3枚欠

￥5,000（税別）

123　ちびくろさんぼのぼうけん
B4（11 枚 1組）
画：森山 蕃／編：幼児教育紙芝居研究会　東京画劇社
少ヤケ 少折 テープ補修有 1 枚欠　　　　　　￥1,500（税別）

125　弥三郎とお地蔵さん
B4（12 枚 1組）久米正雄原作「地蔵教由来」より
脚色：星野 澄雄／画：山口 将吉郎　日本画劇
ラベル ヤケ シミ　　　　　　昭和 23年　￥30,000（税別）

124　母よいづこ
B4（18 枚）
脚本：森 眉根雄／絵画：安里 満　日本教育画劇社
2 枚欠 表紙下部三分一程度欠 第 8場面三分一程度欠 少書込

昭和 23年　￥2,000（税別）



40 教育紙芝居

126　手をふるきかんしゃ
B4（16 枚 1組）原作：三宮 杉久
脚本：水野 玄／絵画：湯野 誠一　日本教育画劇社
印 少ヤケ 少イタミ　　　　　　昭和 24年　￥7,000（税別）

127　てっちゃんのボール
B4（12 枚 1組）作品番号 仁 216　川崎 備寛 編
作：高木 トウタロウ／画：黒崎 義介　日本画劇
少イタミ　　　　　　　　　　昭和 24年　￥6,000（税別）

131　がんのなかま
B4（18 枚 1組）原作：石森 延男
脚色：堀尾 勉／絵画：木川 秀男　日本教育画劇社
印 少書込 イタミ テープ補修跡　昭和 24年　￥3,000（税別）

129　親切な兄妹
B4（12 枚 1組）
作：武野 藤介／画：新井 五郎　日本画劇
印 ヤケ 少イタミ　　　　　　　昭和 24年　￥4,000（税別）

133　小さい燈明
B4（16 枚 1組）
作：鈴木 景山／画：油野 誠一　藤下書房
ヤケ　　　　　　　　　　　　昭和 25年　￥20,000（税別）

130　うさぎの郵便やさん
B4（16 枚 1組）
TA-261　作・絵画：加藤 てい象
印 少ヤケ 少破　　　　　　　　昭和 24年　￥3,000（税別）

128　赤い蝋燭と人魚
B4（12 枚 1組）
作：小川 未明／画：新井 五郎　日本画劇
印 ヤケ　　　　　　　　　　　昭和 24年　￥6,000（税別）

132　発明王エジソン
B4（16 枚 1組）
作：佐藤 英路／画：野々口 重　日本教育画劇社
ヤケ 少線引 少破　　　　　　昭和 25年　￥20,000（税別）
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134　しゃぼんだま
B4（10 枚 1組）幼児教育紙芝居文庫 5
幼児教育紙芝居研究会編　東京画劇社
印 ヤケ 少破　　　　　　　　　昭和 26年　￥3,000（税別）

135　つばめさん
B4（8枚 1組）幼児教育紙芝居文庫 2
幼児教育紙芝居研究会編　画：柳 正雄　東京画劇社
少ヤケ 少折 ラベル　　　　　　昭和 26年　￥3,000（税別）

137　りんりんかぽかぽ
B4（12 枚 1組）
作：川崎 大治／画：小谷野 半二　日本紙芝居幻灯
ヤケ 少イタミ 少破 印　　　　　昭和 27年　￥6,000（税別）

136　ジャックと豆の木
B4（12 枚 1組）作品番号 K・A・C 5 番
脚本：鈴木 景山／絵画：石川 雅也　藤下書房
ヤケ 少シミ 少イタミ テープ補修有　昭和26年　￥4,000（税別）

138　こねこみっちーのおつかい
B4（12 枚 1組）作品番号 第 156 号
作画：加東 てい象　教育画劇
少ヤケ 少イタミ 破 テープ補修有　昭和27年　￥5,000（税別）

139　はなになれ・とりになれ
B4（12 枚 1組）第 2期 幼児紙芝居文庫 1：作品番号 17
幼児教育紙芝居研究会編　画：東本 つね　東京画劇社
少ヤケ 少イタミ 補修有　　　　昭和 27年　￥6,000（税別）

141　クリスマス物語
B4（12 枚 1組）聖書紙芝居（英文併記）
絵：松村 三冬　基督教紙芝居協会／基督教児童図書刊行会
少ヤケ 少イタミ　　　　　　　昭和 28年　￥8,000（税別）

140　スガンさんのやぎ
B4（16 枚 1組）世界名作童話紙芝居全集 25　ドーデー
脚色：うえむら たかし／画：中尾 彰　教育画劇
ヤケ 少イタミ 少破　　　　　　昭和 28年　￥3,000（税別）
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142　くつやのマルチン
B4（15 枚 1組）聖書紙芝居
絵：松村 三冬　基督教児童図書刊行会
少ヤケ　　　　　　　　　　　　昭和 29年　￥5,000（税別）

143　ノアの箱船
B4（12 枚 1組）聖書紙芝居
文：野辺地 天馬／画：松村 三冬　基督教児童図書刊行会
少ヤケ　　　　　　　　　　　昭和 30年　￥5,000（税別）

147　まほうのおしろ
B4（12 枚 1組）
人形写真紙芝居：グリム童話「ヨリンデとヨリンゲル」より
文：堀尾 勉／美術：山田 三郎／人形：原田 和　エンゼル社
少ヤケ 少イタミ テープ補修有　昭和 29年　￥8,000（税別）

145　トラとライオン
B4（12 枚 1組）保育漫画紙芝居シリーズ 6
文：大川 秀夫／画：柿原 輝行　教育画劇
ヤケ 少イタミ　　　　　　　　昭和 29年　￥4,000（税別）

149　いろはかるた
B4（12 枚 1組）生活単元教画シリーズ 第 1集 10
童話教育研究会編　教画出版
ヤケ 印 ラベル　　　　　　　　昭和 30年　￥5,000（税別）

146　笛ふきおおかみ
B4（12 枚 1組）保育漫画紙芝居シリーズ 10
作：大川 秀夫／画：柿原 輝行　教育画劇
ヤケ 少イタミ　　　　　　　　昭和 29年　￥4,000（税別）

144　ひつじかいとおおかみ
B4（12 枚 1組）保育漫画紙芝居シリーズ 2
文：大川 秀夫／画：安井 淡　教育画劇
ヤケ 印 少イタミ　　　　　　　昭和 29年　￥5,000（税別）

148　ものぐさこびと
B4（12 枚 1組）日本紙芝居幻灯 作品番号 39
作：平野 章子／画：白銀 純　日本紙芝居幻灯
ヤケ 少シミ 少イタミ テープ補修跡　昭和29年　￥3,000（税別）
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151　ずっきんずっきん
B4（16 枚 1組）児童百科紙芝居全集・保健衛生篇 4
文：大川 秀夫／画：渡辺 加三　教育画劇
ヤケ　　　　　　　　　　　　　昭和 30年　￥4,000（税別）

155　けちんぼうのろしちょうじや
B4（16 枚 1組）各国童話珠玉篇 1：インド篇（作品番号 64）
教育紙芝居研究会編　作：高橋 五山／画：輪島 清隆
日本紙芝居幻灯  印 少ヤケ 少イタミ 少破 函ラベル 函テープ補修有

昭和 31年　￥8,000（税別）

153　おにいちゃんといっしょ
B4（12 枚 1組）幼児テキスト紙芝居全集 4
文・画：安井 淡　教育画劇
少ヤケ 少イタミ　　　　　　　昭和 31年　￥4,000（税別）

157　青いとり王子
B4（16 枚 1組）各国童話珠玉篇 8：フランス（作品番号 77）
教育紙芝居研究会編　作：岡崎 ひでたか／画：原田 ミナミ
日本紙芝居幻灯　印 少ヤケ 少イタミ テープ補修有 函ラベル

昭和 31年　￥8,000（税別）

154　たんぽぽ山は花ざかり
B4（12 枚 1組）第 5期幼児教育紙芝居文庫 12
脚色：志田 道子／画：本間 禎一　東京画劇社
印 ヤケ 少イタミ　　　　　　　昭和 31年　￥3,000（税別）

152　ぽんちゃん
B4（10 枚 1組）幼児教育紙芝居選集カリキュラム篇 1
原作：野治 あや／画：岡 おさむ　東京画劇社
ヤケ 印 少イタミ　　　　　　　昭和 31年　￥4,000（税別）

156　こびとのたから
B4（16 枚 1組）各国童話珠玉篇 6：朝鮮（作品番号 75）
教育紙芝居研究会編　作：高橋 五山／画：川本 哲夫
日本紙芝居幻灯
印 少ヤケ 少イタミ 少破 少汚 テープ補修有 函ラベル 

昭和 31年　￥8,000（税別）

150　ほうきぼしのぼうや
B4（12 枚 1組）第 5期幼児教育紙芝居文庫 5
原作：大館 和子／画：立野 保之助　東京画劇社
ヤケ 印　　　　　　　　　　　昭和 30年　￥3,000（税別）
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158　こがもと北風の大酋長
B4（16 枚 1組）各国童話珠玉篇 7：アメリカ（作品番号 76）
教育紙芝居研究会編作：渡辺 泰子／画：油野 誠一
日本紙芝居幻灯
印 少ヤケ 少イタミ 函ラベル 函少書込 函テープ補修有

昭和 31年　￥8,000（税別）

159　雀になった王子
B4（16枚 1組）各国童話珠玉篇10：スペイン（作品番号79）
教育紙芝居研究会編　作：稲庭桂子／画：小谷野半二
日本紙芝居幻灯　印 少ヤケ 少イタミ 少破 函ラベル 函テープ補修有

昭和 31年　￥8,000（税別）

163　ゆかいなドン・キホーテのぼうけん
後篇　B4（16 枚 1組）
かなだらいのまき（作品番号 92）セルバンテス
作：川崎 大治／画：佐藤 忠良　童心社
印 少ヤケ 少イタミ 少破 少汚 テープ補修有 函ラベル

昭和 32年　￥5,000（税別）

161　象さんの親子バス
B4（12 枚 1組）
脚本：保育紙芝居研究会／絵画：伏見 京二　日本画劇
ヤケ 破 少イタミ　　　　　　　昭和 32年　￥3,000（税別）

165　森のじゃんぼう
B4（20 枚 1組）日本名作童話紙芝居全集 2
作：川崎 大治／絵：六郷 僚一　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 函ラベル 函テープ補修有

昭和 33年　￥6,000（税別）

160　おつきさまとあり
B4（12 枚 1組）
脚色：野本 貴乃／絵画：中村 幸子　日本画劇
折れ 少イタミ 少ヤケ 少破　　　昭和 32年　￥4,000（税別）

164　さくら姫
B4（20 枚 1組）日本名作童話紙芝居全集 1　豊田 三郎
脚色：安井 淡／画：石井 健之　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ テープ補修有 函ラベル

昭和 33年　￥6,000（税別）

162　ドンキホーテのぼうけん
前編　B4（16 枚 1組）風車のまき（作品番号 91）
セルバンテス　作：川崎 大治／画：佐藤 忠良　童心社
印 少ヤケ 少イタミ 少破 函ラベル 函テープ補修有 

昭和 32年　￥5,000（税別）
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167　小さい針の音
B4（20 枚 1組）日本名作童話紙芝居全集 8　小川 未明
脚色：安井 淡／画：依光 隆　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 函貼込 函テープ補修有

昭和 33年　￥6,000（税別）

171　わらぐつひめ
B4（12 枚 1組）
作：足立 澄男／画：野々口 重　教育画劇
ヤケ 少イタミ　　　　　　　　昭和 36年　￥4,000（税別）

169　トンカチ小僧
B4（12 枚 1組）内山 憲尚
脚色：福島 のり子／画：六郷 僚一　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 少破 テープ補修有

昭和 34年　￥4,000（税別）

173　なかよしぶらんこ
B4（12 枚 1組）
作：川崎 大治／画：若山 憲　童心社
ヤケ 破 少イタミ　　　　　　　昭和 36年　￥3,000（税別）

170　ゴロゴロゴロちゃん
B4（12 枚 1組）NHK・子供の時間・放送作品
作：高垣 葵／画：太賀 正　教育画劇
イタミ 少ヤケ テープ補修跡　　昭和 34年　￥3,000（税別）

172　おたまじゃくしとやごちゃん
B4（11 枚）
作・画：安井淡　教育画劇
1 枚欠 破 少ヤケ　　　　　　　昭和 36年　￥2,000（税別）

168　かとんぼ物語
B4（20 枚 1組）日本名作童話紙芝居全集 9　ある地方の伝説
宇野 浩二　脚色：安井 淡／画：池上 隆三　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 函貼込 函テープ補修有 

昭和 33年　￥6,000（税別）

166　なきねこ村のねずみが池
B4（20 枚 1組）日本名作童話紙芝居全集 4　浜田 広介
脚色：大川 秀夫／画：斉藤 年弘　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 函ラベル 函テープ補修有

昭和 33年　￥6,000（税別）
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174　かためのトラック
B4（12 枚 1組）美しい心シリーズ：作品番号 203
作：斎藤 せつ子／画：沢田 正太郎　童心社
ヤケ 少イタミ　　　　　　　　昭和 36年　￥3,000（税別）

175　いい子をみつけた
B4（12 枚 1組）よい子の十二ヵ月
作：小林 純一／画：坂本 健三郎　童心社
イタミ 少ヤケ　　　　　　　　昭和 37年　￥3,000（税別）

179　がんばれ羊飼い
B4（10 枚 1組）近代オリンピック
文：長崎 源之助／画：吉井 忠　教育画劇
印 少ヤケ 少汚 函少イタミ　　昭和 38年　￥10,000（税別）

177　ふしぎなおくりもの
B4（12 枚 1組）
作：小川 まさこ／画：石川 雅也　教育画劇
少ヤケ 少イタミ　　　　　　　昭和 38年　￥2,500（税別）

181　きせるマラソン
B4（10 枚 1組）開会から閉会まで 1
文：吉野 弘子／画：和田 義三　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 函テープ補修有

昭和 38年　￥10,000（税別）

178　男装の母カリパティラ
B4（10 枚 1組）古代オリンピック
文：福島 のり子／画：小谷野 半二　教育画劇
印 少ヤケ 少汚 函少イタミ 函テープ補修有 

昭和 38年　￥10,000（税別）

176　おすもとこすも
B4（12 枚 1組）
詩：浜田 広介／画：安 泰　童心社
フォノシート欠 少ヤケ 少イタミ　昭和37年　￥3,000（税別）

180　三本の日章旗
B4（10 枚 1組付録 1枚共）活躍した日本選手
文：福島 のり子／画：坂本 玄　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 函テープ補修有

昭和 38年　￥10,000（税別）
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183　第三のメダル
B4（10 枚 1組）スポーツマンシップ
文：吉野 弘子／画：伊藤 悌夫　教育画劇
印 少ヤケ 少汚 函少イタミ 函テープ補修有

昭和 38年　￥10,000（税別）

187　うぐいすのふえ
B4（12 枚 1組）
作：神戸 淳吉／画：池田 仙三郎　教育画劇
少シミ 少書込　　　　　　　　昭和 55年　￥2,000（税別）

185　どろんこぐつやーい
B4（12 枚 1組）よいこの十二か月：作品番号 695
子どもの文化研究所編　作：村上 幸雄／画：山本 まつ子
童心社　印 少ヤケ 少イタミ　昭和 49年　￥3,500（税別）

184　サムのズボン
B4（12 枚 1組）
原作：アトリー／脚本：神宮輝夫／画：多田ヒロシ　童心社
少イタミ 少ヤケ 少破　　　　　昭和 40年　￥3,000（税別）

186　キャロとバタ坊（その 1～ 12）
一休さん（お山にどうろがやってきた）
A3（各 10枚 13 組・各カセットテープ共）交通安全紙芝居
原作・作：二村邦夫／絵：ソノアカネ／山内ジョージ
日本ソレイユ／全国交通安全母の会連合会
カセットテープ 1本テープ切れあり

昭和 53－54 年　￥30,000（税別）

182　おかあさん選手
B4（10 枚 1組）開会から閉会まで 2
文：長崎 源之助／画：野々口 重　教育画劇
印 少ヤケ 少汚 函少イタミ　　昭和 38年　￥10,000（税別）
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190　おともだちいっぱい
B4（12 枚 1組）あたらしい行事紙芝居 第 1集：入園式
作：いしばし しずこ／画：石橋 三宣　教育画劇
少ヤケ　　　　　　　　　　　　昭和 56年　￥1,000（税別）

191　よきサマリヤびと
B4（12 枚 1組）ルカ伝第 10 章 27 節～ 37 節
日本キリスト教協議会連合紙芝居委員会編集 第 3集
文：藤原一生／画：都田和子　キリスト教幼児教育研究所
少ヤケ 少書込　　　　　　　　　　　　　　￥3,500（税別）

189　コロちゃんのえんそく大さわぎ
B4（12 枚 1組）あたらしい行事紙芝居 第 2集：遠足
作：伊東 挙位／画：田沢 梨枝子　教育画劇
少ヤケ　　　　　　　　　　　　昭和 56年　￥1,500（税別）

192　保健局十周年記念懸賞当選紙芝居筋書
A5　東京市役所編　　　　昭和 10年　　￥7,000（税別）

掲載商品の他、戦後発行の紙芝居、在庫多数ございます。

リストはこちらからダウンロードください

188　うんどうかいってたのしいな
B4（12 枚 1組）あたらしい行事紙芝居 第 2集：運動会
作：いしばし しずこ／画：石橋 三宣　教育画劇
少ヤケ　　　　　　　　　　　　昭和 56年　￥1,000（税別）
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198　講談社の絵本 40
阿新丸
（B5　88頁）
千葉省三 （文）／布施長春 （絵）／他
大日本雄弁会講談社
背少イタミ

昭和 12年　￥80,000（税別）

193　講談社の絵本 3
岩見重太郎
（B5　80頁）
大河内翠山（文）／井川洗厓（絵）
大日本雄弁会講談社
少イタミ

昭和 11年　￥10,000（税別）

194　講談社の絵本 6
曽我兄弟
（B5　80+1 頁）（カード付）
大倉桃郎（文）／布施長春（絵）
大日本雄弁会講談社
背少イタミ

昭和 12年　￥12,000（税別）

195　講談社の絵本 18
漫画と考へ物
（B5　1.0cm）（カード付）
川原くにを／中島 菊夫／他
大日本雄弁会講談社
奥付少イタミ 貼込跡

昭和 12年　￥12,000（税別）

196　講談社の絵本 27
木村重成
（B5　76頁）
加藤 武雄 （文）／小林 秀恒 （絵）
大日本雄弁会講談社
昭和 12年　￥10,000（税別）

197　講談社の絵本 31
加藤清正
（B5　80+1 頁）（カード付）
大倉桃郎 （文）／小山栄達 （絵）
大日本雄弁会講談社
少虫喰 裏表紙貼込跡

昭和 12年　￥10,000（税別）

199　講談社の絵本 44
日本童話集（百合若大臣外五篇）
（B5　96頁）
北村 寿夫 （文）／羽石 弘志 （絵）／他
大日本雄弁会講談社
表紙テープ貼込 背少イタミ

昭和 12年　￥10,000（税別）

200　講談社の絵本 47
教訓かるた絵本
（B5　88頁）
多田 北烏 （絵）／中田 千畝 （編）／他
大日本雄弁会講談社
少破 少イタミ

昭和 12年　￥25,000（税別）

204　講談社の絵本 74
楽しい遊び
（B5　104 頁）第 1巻第 17 号
清水 かつら （文）／多田 北烏 （絵）／他
大日本雄弁会講談社
少イタミ

昭和 13年　￥20,000（税別）

201　講談社の絵本 52
世界お伽噺（ガリバア旅行記：
小人島物語／他）
（B5　128 頁）
西條 八十 （文）／吉村 二郎／他
大日本雄弁会講談社
昭和 13年　￥15,000（税別）

202　講談社の絵本 55
家なき児
（B5　128 頁）
豊島 与志雄 （文）／田中 良 （絵）／他
大日本雄弁会講談社
昭和 13年　￥10,000（税別）

203　講談社の絵本 73
豊臣秀吉（羽柴筑前守の巻）
（B5　112 頁）
第 1巻第 16 号　矢田 挿雲 （文）／尾形 月
山 （絵）／他
大日本雄弁会講談社
背少イタミ

昭和 13年　￥25,000（税別）
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206　講談社の絵本 78
うかれ胡弓
（B5　96頁）第 1巻第 21 号
宇野 浩二 （文）／嶺田 弘 （絵）／他
大日本雄弁会講談社
表紙少破

昭和 13年　￥12,000（税別）

216　講談社の絵本 116
孝子田宮坊太郎
（B5　88頁）第 2巻第 24 号
千葉省三（文）／石井滴水（絵）／他
大日本雄弁会講談社
少イタミ

昭和 14年　￥12,000（税別）

205　講談社の絵本 77
動物美談
（B5　104 頁）第 1巻第 20 号
宮下 正美 （文）／岡 吉枝 （絵）／他
大日本雄弁会講談社
昭和 13年　￥15,000（税別）

207　講談社の絵本 86
漫画と頓智合戦
（B5　112 頁）第 1巻第 29 号
田村 辰三／ヰノウヘ カズヲ／他　漫画
大日本雄弁会講談社
ノド少イタミ

昭和 13年　￥40,000（税別）

208　講談社の絵本 90
豊臣秀吉（太閤の巻）
（B5　104 頁）第 1巻第 33 号
矢田 挿雲 （文）／尾形 月山 （絵）／他
大日本雄弁会講談社
少イタミ

昭和 13年　￥12,000（税別）

209　講談社の絵本 92
漫画と支那事変美談
（B5　112 頁）第 1巻第 35 号
久米元一 （案）
畠野圭右 （画）／芳賀まさを （漫画）／他
大日本雄弁会講談社
少イタミ

昭和 13年　￥40,000（税別）

210　講談社の絵本 98
雷電と相撲物語
（B5　96頁）第 2巻第 6号
下村 悦夫 （文）／米内 穂豊 （絵）／他
大日本雄弁会講談社
昭和 14年　￥80,000（税別）

211　講談社の絵本 100
明治大正 偉人絵話
（勝海舟・西郷隆盛／他）
（B5　88頁）第 2巻第 8号
森田保次（文）／岡吉枝（絵）／他
大日本雄弁会講談社
昭和 14年　￥20,000（税別）

212　講談社の絵本 103
菅原道真（天神様）
（B5　88頁）第 2巻第 11 号
前田 晁 （文）／荻生 天泉 （絵）／他
大日本雄弁会講談社
昭和 14年　￥12,000（税別）

213　講談社の絵本 104
タノシイ一年生
（B5　88頁）第 2巻第 12 号
多田 北烏 ／河目 悌二／他絵
大日本雄弁会講談社
少折

昭和 14年　￥15,000（税別）

214　講談社の絵本 114
絵手本と面白絵話
（B5　92頁）第 2巻第 22 号
清水かつら （文）／石田英助（絵）／他
大日本雄弁会講談社
裏表紙少破 背少イタミ

昭和 14年　￥25,000（税別）

215　講談社の絵本 115
漫画と海国男子
（B5　96頁）第 2巻第 23 号
宮脇紀雄（文）／川上四郎／他
大日本雄弁会講談社
背少イタミ

昭和 14年　￥40,000（税別）
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217　講談社の絵本 117
子供知識 魚づくし
（B5　88頁）第 2巻第 25 号
西沢笛畝／細合秀穀（絵）／他
大日本雄弁会講談社
少イタミ

昭和 14年　￥15,000（税別）

223　講談社の絵本 133
第三学期 タノシイ一年生
（B5　84頁）第 3巻第 2号
谷口 健雄／椛島 勝一（絵）／他
大日本雄弁会講談社
昭和 15年　￥16,000（税別）

222　講談社の絵本 125
漫画と日の丸美談
（B5　96頁）第 2巻第 33 号
久米 元一 （文）／米内 穂豊 （絵）／他
大日本雄弁会講談社
少折

昭和 14年　￥40,000（税別）

218　講談社の絵本 118
クオレ物語 少年美談
（特別附録イタリヤ画報）
（B5　88頁）第 2巻第 26 号
久米 元一 （文）／田中 良 （絵）／他
大日本雄弁会講談社
少イタミ

昭和 14年　￥20,000（税別）

219　講談社の絵本 119
漫画と笑話大会
（B5　96頁）第 2巻第 27 号
久米 元一 （文）／谷口 健雄 （絵）／他
大日本雄弁会講談社
少イタミ

昭和 14年　￥45,000（税別）

220　講談社の絵本 121
第二学期 タノシイ一年生
（B5　84頁）第 2巻第 29 号
谷口 健雄／吉沢 廉三郎／他絵
大日本雄弁会講談社
少イタミ

昭和 14年　￥18,000（税別）

221　講談社の絵本 123
日本の名所
（B5　88頁）第 2巻第 31 号
大幸 霊泉／池田 遥村／他絵
大日本雄弁会講談社
背少イタミ

昭和 14年　￥20,000（税別）

228　講談社の絵本 154
海の大画報
（B5　76頁）第 3巻第 23 号
庵原 順一 （文）／田中 良 （絵）／他
大日本雄弁会講談社
昭和 15年　￥20,000（税別）

224　講談社の絵本 136
イソップ絵物語
（B5　80頁）第 3巻第 5号
松村 武雄 （文）／畠野 圭右 （絵）／他
大日本雄弁会講談社
昭和 15年　￥20,000（税別）

225　講談社の絵本 137
漫画と面白絵話
（B5　88頁）第 3巻第 6号
久米元一 （文）／新関けんの介 （絵）／他
大日本雄弁会講談社
少イタミ

昭和 15年　￥40,000（税別）

226　講談社の絵本 144
漫画と狐のさいばん
（B5　88頁）第 3巻第 13 号
中野正治／安孫子つねじ（絵）／他
大日本雄弁会講談社
少イタミ

昭和 15年　￥20,000（税別）

227　講談社の絵本 152
蛤姫と鼠の嫁入
（B5　76頁）第 3巻第 21 号
千葉 省三 （文）／村上 三千穂 （絵）
大日本雄弁会講談社
昭和 15年　￥12,000（税別）
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233　講談社の絵本 174
国民学校 タノシイ一年生
（ダイ一ガッキ）
（B5　76頁）第 4巻第 9号
多田 北烏／吉沢 廉三郎／他絵
大日本雄弁会講談社
少イタミ

昭和 16年　￥15,000（税別）

235　講談社の絵本 179
南洋メグリ
（B5　76頁）第 4巻第 14 号
田中 良／村上 松次郎（絵）／他
大日本雄弁会講談社
小口少イタミ

昭和 16年　￥25,000（税別）

234　講談社の絵本 178
吉田松陰
（B5　76頁）第 4巻第 13 号
大倉 桃郎 （文）／富田 千秋／他 
大日本雄弁会講談社
少イタミ

昭和 16年　￥12,000（税別）

231　講談社の絵本 168
漫画ト愛国オハナシ集
（B5　88頁）第 4巻第 3号
和田 政雄 （文）／飯塚 羚児 （絵）／他
大日本雄弁会講談社
少イタミ

昭和 16年　￥40,000（税別）

232　講談社の絵本 173
忠臣 菊池武時
（B5　76頁）第 4巻第 8号
菊池 寛 （文）／小山 栄達 （絵）／他
大日本雄弁会講談社
少イタミ

昭和 16年　￥25,000（税別）

229　講談社の絵本 155
山中鹿助
（B5　76頁）第 3巻第 24 号
天野 雉彦 （文）／鈴木 朱雀 （絵）
大日本雄弁会講談社
少破

昭和 15年　￥80,000（税別）

230　講談社の絵本 158
学習絵本 ヨイ一年生
（ダイ二ガクキ）
（B5　80頁）第 3巻第 27 号
吉沢 廉三郎／河目 悌二（絵）／他
大日本雄弁会講談社
背少イタミ

昭和 15年　￥15,000（税別）

240　講談社の絵本 192
徳川光圀
（B5　64頁）第 4巻第 27 号
加藤 武雄 （文）／尾形 月山 （絵）／他
大日本雄弁会講談社
少シミ 少イタミ

昭和 16年　￥12,000（税別）

236　講談社の絵本 180
動物ノクニ
（B5　76頁）第 4巻第 15 号
水谷まさる （文）／沢井一三郎 （絵）／他
大日本雄弁会講談社
少イタミ

昭和 16年　￥15,000（税別）

237　講談社の絵本 181
和気清麻呂
（B5　72頁）第 4巻第 16 号
八波 則吉 （文）／荻生 天泉 （絵）／他
大日本雄弁会講談社
少イタミ

昭和 16年　￥12,000（税別）

238　講談社の絵本 188
コガネノフネ
（B5　72頁）第 4巻第 23 号
千葉 省三 （文）／立野 道正 （絵）／他
大日本雄弁会講談社
少イタミ

昭和 16年　￥15,000（税別）

239　講談社の絵本 190
虫ノイロイロ
（B5　60頁）第 4巻第 25 号
古川 晴男 （指導）／西沢 笛畝 （絵）
大日本雄弁会講談社
背少イタミ

昭和 16年　￥15,000（税別）
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242　講談社の絵本 199
ヨイ子ノヱバナシ
（B5　64頁）第 5巻第 4号
千葉省三 （文）／河目悌二 （絵）／他
大日本雄弁会講談社
少イタミ

昭和 17年　￥18,000（税別）

248　観察絵本キンダーブック
野菜
（A4　16頁）第 4輯第 6編
日本玩具研究会編　フレーベル館
少シミ 少イタミ

昭和 6年　￥6,000（税別）

241　講談社の絵本 197
国民学校 タノシイ一年生
（ダイ三ガクキ）
（B5　64頁）第 5巻第 2号
吉沢 廉三郎／藤沢 龍雄／他絵
大日本雄弁会講談社
昭和 17年　￥15,000（税別）

246　観察絵本キンダーブック
羊の巻
（A4　16頁）第 3輯第 10 編
日本玩具研究会編　フレーベル館
少シミ 少イタミ

昭和 6年　￥5,000（税別）

243　講談社の絵本 200
センスヰカン
（B5　64頁）第 5巻第 5号
村上 松次郎／椛島 勝一（絵）／他
大日本雄弁会講談社
小口少イタミ

昭和 17年　￥25,000（税別）

244　講談社の絵本 201
日ノ丸バンザイ
（B5　64頁）第 5巻第 6号
武田雪夫 （文）／多田北烏 （絵）
吉沢廉三郎 （絵）／他
大日本雄弁会講談社
少イタミ

昭和 17年　￥15,000（税別）

245　観察絵本キンダーブック
空の巻
（A4　16頁）第 3輯第 7編
日本玩具研究会編
フレーベル館　少シミ 少イタミ
昭和 5年　￥5,000（税別）

247　観察絵本キンダーブック
世界一周の巻
（A4　16頁）第 3輯第 12 編
日本玩具研究会編　フレーベル館
少シミ 少イタミ

昭和 6年　￥6,000（税別）

251　観察絵本キンダーブック
キレイニナリマシタ
（A4　16頁）第 5輯第 1編
日本玩具研究会編　フレーベル館
少シミ 少イタミ

昭和 7年　￥6,000（税別）

249　観察絵本キンダーブック
おさる
（A4　16頁）第 4輯第 10 編
日本玩具研究会編　フレーベル館
少シミ 少イタミ

昭和 7年　￥5,000（税別）

250　観察絵本キンダーブック
おだうぐ
（A4　16頁）第 4輯第 11 編
日本玩具研究会編　フレーベル館
少シミ 少イタミ

昭和 7年　￥5,000（税別）

252　観察絵本キンダーブック
トケイ
（A4　16頁）第 5輯第 2編
日本玩具研究会編　フレーベル館
少シミ 少イタミ

昭和 7年　￥5,000（税別）
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264　観察絵本キンダーブック
ナカヨシ
（A4　18頁）第 10 輯第 6編
日本玩具研究会編　フレーベル館
少ヤケ

昭和 12年　￥2,000（税別）

253　観察絵本キンダーブック
ソラノトモダチ
（A4　16頁）第 5輯第 6編
日本玩具研究会編　フレーベル館
少シミ 表紙少汚 少イタミ

昭和 7年　￥5,000（税別）

259　観察絵本キンダーブック
スヰゾククヮン
（A4　16頁）第 6輯第 5編
日本玩具研究会編　フレーベル館
少シミ 少イタミ

昭和 8年　￥6,000（税別）

255　観察絵本キンダーブック
オヽカハイ！
（A4　16頁）第 5輯第 9編
日本玩具研究会編　フレーベル館
少シミ 少イタミ

昭和 7年　￥5,000（税別）

254　観察絵本キンダーブック
サンポ
（A4　16頁）第 5輯第 7編
日本玩具研究会編　フレーベル館
少シミ 少イタミ

昭和 7年　￥5,000（税別）

256　観察絵本キンダーブック
ニハトリ
（A4　16頁）第 5輯第 10 編
日本玩具研究会編　フレーベル館
虫喰 少イタミ

昭和 8年　￥4,000（税別）

257　観察絵本キンダーブック 
カミ
（A4　16頁）第 5輯第 11 編
日本玩具研究会編　フレーベル館
少イタミ

昭和 8年　￥5,000（税別）

258　観察絵本キンダーブック
イマトムカシ
（A4　16頁）第 5輯第 12 編
日本玩具研究会編　フレーベル館
少シミ 少イタミ 少書込

昭和 8年　￥5,000（税別）

263　観察絵本キンダーブック
ハナトムシ
（A4　18頁）第 10 輯第 2編
日本玩具研究会編　フレーベル館
少ヤケ

昭和 12年　￥2,000（税別）

260　観察絵本キンダーブック
ムシノセイクヮツ
（31.6 × 25.4cm　14頁）
第 8輯第 6号
日本玩具研究会編
画：多田 北烏・本田 庄太郎・他
フレーベル館　少ヤケ
昭和 10年　￥3,000（税別）

261　観察絵本キンダーブック
ヤサイ
（A4　18頁）第 9輯第 4編
日本玩具研究会編　フレーベル館
ヤケ 少イタミ

昭和 28年　￥2,000（税別）

262　観察絵本キンダーブック
オニンギャウ
（A4　18頁）第 9輯第 12 編
日本玩具研究会編　フレーベル館
少ヤケ

昭和 12年　￥2,000（税別）
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270　観察絵本キンダーブック
オトウサン・オカアサン
（A4　16頁）第 12 輯第 1編
文：西崎 大三郎／画：吉沢 廉三郎
フレーベル館
ヤケ 少イタミ 少汚

昭和 14年　￥6,000（税別）

265　観察絵本キンダーブック
チヒサイイキモノ
（A4　18頁）第 10 輯第 8編
日本玩具研究会編　フレーベル館
少ヤケ 表紙少汚

昭和 12年　￥2,000（税別）

266　観察絵本キンダーブック
ヒトクチバナシ
（A4　18頁）第 10 輯第 9編
日本玩具研究会編　フレーベル館
少ヤケ

昭和 12年　￥2,000（税別）

267　観察絵本キンダーブック
イキモノノオウチ
（A4　18頁）第 10 輯第 11 編
日本玩具研究会編　フレーベル館
少ヤケ

昭和 13年　￥2,000（税別）

268　観察絵本キンダーブック
アアウレシイ
（A4　18頁）第 11 輯第 1編
日本玩具研究会編　フレーベル館
少ヤケ 少イタミ

昭和 13年　￥2,000（税別）

269　観察絵本キンダーブック
さかな
（A4　10頁）第 10 集第 4編
指導：末広 恭雄／絵：吉沢 廉三郎
フレーベル館
ヤケ 少イタミ

昭和 30年　￥2,000（税別）

271　観察絵本ミクニノコドモ
オホキイフネ・チヒサイフネ
（A4　18頁）第 15 輯第 3編
文：岸辺 福雄／編：西崎 大三郎
日本保育館
ヤケ 少イタミ 少破

昭和 17年　￥5,000（税別）

274　観察絵本ミクニノコドモ
アキノトモダチ
（A4　16頁）第 15 輯第 7編
文：岡本 良雄／編：西崎 大三郎
日本保育館
少イタミ

昭和 17年　￥5,000（税別）

272　観察絵本ミクニノコドモ
コドモノナツ
（A4　18頁）第 15 輯第 4編
文：志田 十三／編：石原 玉吉
日本保育館
ヤケ 少汚 少イタミ 少書込

昭和 17年　￥5,000（税別）

273　観察絵本ミクニノコドモ
ハレタミソラ
（A4　16頁）第 15 輯第 6編
文：冨田 衛／編：石原 玉吉
日本保育館
製本外れ 少イタミ

昭和 17年　￥5,000（税別）

276　ニッポンエホン
キカイノチカラ
（B5　22頁）
越智 はじめ絵
金井直三
昭和 9年　￥15,000（税別）

275　観察絵本ミクニノコドモ
カゼ
（A4　18頁）
第 15 輯第 11 編　石原 玉吉文・編
日本保育館
ヤケ 記名 少イタミ

昭和 18年　￥5,000（税別）
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287　メリーブック
シャウカエホン
（B5　18頁）
湯浅脩一画　春江堂
少ヤケ 少イタミ

昭和 8年　￥8,000（税別）

288　メリーブック
ヨイコドモ
（B5　18頁）
湯浅脩一画　春江堂
少ヤケ

昭和 8年　￥7,000（税別）

285 日本満州パノラマ地理
（A4　22頁）少年倶楽部
第 20 巻第 4号附録
加藤謙一編　大日本雄弁会講談社
少ヤケ イタミ

昭和 8年　￥8,000（税別）

280　ニッポンエホン No.7
カクレンボ
（B5　20頁）
金井 直三画
表紙少破

昭和 8年　￥15,000（税別）

277　ニッポンエホン No.12
ミスニッポン
（B5　22頁）
金井直三画
少ヤケ

昭和 9年　￥15,000（税別）

278　ニッポンエホン No.5
コドモニッポン
（B5　22頁）
金井直三画
少ヤケ

昭和 8年　￥20,000（税別）

279　ニッポンエホン No.6
ニッポンエバナシ
（B5　22頁）
金井直三画
記名 少破 少イタミ

昭和 8年　￥12,000（税別）

281
CHOO CHOO BOOK （英文）
（22.5 × 35cm　6頁）
［布製の乗物絵本：Saalfield's Muslin 
Books］
THE SAALFIELD PUBLISHING CO.,
少ヤケ 少折

￥30,000（税別）

282　三角エホン
（14× 17.9cm　17頁）第 2編
曽我兄弟（新曲付：梁田貞 作曲）
野元義雄編　図案新集社
記名 少ヤケ 少イタミ シミ

大正 5年 ￥80,000（税別）

283　コドモノクニ
（B5　36頁）第 6巻第 7号
チュウリップ兵隊
北原白秋・武井武雄（画）／他
東京社
少ヤケ 記名

昭和 2年　￥35,000（税別）

284　ヒノデブック
ヨウチエン
（B5　22頁）
（表紙：林義雄／画）湯浅 脩一画
春江堂
少イタミ 少ヤケ

昭和 8年　￥8,000（税別）

286　メリーブック
キシャ
（B5　18頁）
湯浅脩一画　春江堂
少イタミ 少ヤケ

昭和 8年　￥8,000（税別）
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292　小学絵読本
（B5　72頁）第 3巻第 7号
尋常一二年生用
東郷元帥／水戸黄門／乃木大将／王女ノ
真心／他
児童保育研究会編
少ヤケ

昭和 10年　￥20,000（税別）

294　優良コドモエホン 7
動物園
（B5　16頁）
宮地 志行画
須藤雄鳳堂／金井信生堂
少ヤケ

昭和 10年　￥30,000（税別）

289　ミッキイさんアフリカ訪問
（B5　22頁）
湯浅脩一画　春江堂
少ヤケ

昭和 9年　￥90,000（税別）

290　幼女のオハナシ
（B5　22頁）
湯浅脩一画　春江堂
少ヤケ 表紙少破

昭和 9年　￥10,000（税別）

291　ポチトフウセン
（B5　22頁）東京ブック
酒井朝彦（文）／吉沢廉三郎（絵）
日本図書出版社
ヤケ 少イタミ 表紙少書込

昭和 10年　￥4,000（税別）

293　優良コドモエホン 2
サルカニ合戦
（B5　18頁）
宮地 志行画
須藤雄鳳堂／金井信生堂
少ヤケ 背少イタミ

昭和 10年　￥30,000（税別）

295　イバヤシブック No.2
僕らの陸軍
（B5　22頁）
吉田忠夫画　伊林書店
少ヤケ

昭和 11年　￥13,000（税別）

298　子供之友
（A5　26頁）第 24 巻第 9号
「たのしみお家」号　婦人之友社編
少イタミ 少汚

昭和 12年　￥12,000（税別）

296　学校エホン
（B5　16頁）地理の巻
木俣 武画　鈴木仁成堂
ヤケ 少イタミ

昭和 11年　￥18,000（税別）

297　ウタとオハナシ
（A5　24頁）キング画帖　湯浅 粂策著　春江堂
箱入 折帖絵本 記名 少ヤケ 函書込　昭和 11年　￥12,000（税別）

300　決死ノ空爆
（B5　18頁）
湯浅粂策画　春江堂
ヤケ 少イタミ 少汚

昭和 13年　￥30,000（税別）

299　子供の光り
（B5　12頁）子供ヲ偉クスル絵本
榎本 進一郎画　大日本愛国絵本会
背イタミ 少破

昭和 13年　￥3,000（税別）
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311　ミンナデオテツダヒ
（B5　10頁）
須藤 滋（文）／山下 大五郎（画）
富永興文堂
ヤケ 少イタミ

昭和 15年　￥5,000（税別）

312　船ト飛行機
（B5　44頁）幼年幼女絵本
田村 英二／他著
二葉書房
少ヤケ 少イタミ 少汚 少破 記名

昭和 16年　￥13,000（税別）

306　コドモトサカナ
（B5　14頁）ダイヤモンドエホン
大谷 秀観画　泰光堂
ヤケ 少イタミ シミ 汚

昭和 15年　￥6,500（税別）

301　戦フノリモノ
（B5　22頁）
湯浅粂策画　春江堂
少ヤケ 少イタミ

昭和 13年　￥20,000（税別）

302　幼児エホン 11
いい子の本
（B5　18頁）
画：武井武雄／佐藤今朝治／木俣武／福
与英夫／熊谷元一
鈴木仁成堂
少ヤケ 少イタミ

昭和 14年　￥14,000（税別）

304　一年生
（B5　24頁）ゆりかごエホン
秋吉 英彦画　子供絵本揺籃社
少ヤケ 少イタミ

昭和 14年　￥10,000（税別）

303　幼児エホン 4
乗物（空）
（B5　18頁）
武井 武雄編著　鈴木仁成堂
少ヤケ 少イタミ 記名 綴じ穴あり

昭和 15年　￥12,000（税別）

305　モモタラウ
（B5　14頁）幼稚園絵本
幼年絵本研究会編　鈴木 寿雄画
冨士屋書店
少ヤケ

昭和 14年　￥20,000（税別）

310　マウジウ
（B5　14頁）
荻原 博（文）／大沼 静厳（画）
春江堂
少ヤケ シミ

昭和 15年　￥7,500（税別）

307　舌切雀
（B5　18頁）新オトギエホン
山田 かつぢ画　春江堂
少汚 少イタミ

昭和 15年　￥7,000（税別）

308　ブンブクチャガマ
（B5　14頁）漫画絵本
（表紙：鈴木寿雄／画）画：八代 宗彦／小
泉 紫郎
冨士屋書店
昭和 15年　￥25,000（税別）

309　オソラハヒロイ
（B5　10頁）
与田 準一（文）／金子 茂二（画）
金井信生堂
ヤケ

昭和 15年　￥8,000（税別）



59絵本

313　コドモエバナシ
（B5　19 頁）第 2 巻第 5 号：ワタクシタ
チノムラ
宮脇 紀雄（文）／大石 哲路（絵）
大日本雄弁会講談社
ヤケ

昭和 21年　￥12,000（税別）

316　コドモエバナシ
（B5　36頁）第 6巻第 7号
フシギナフネ／ナガレタゲタ
大日本雄弁会講談社
ヤケ イタミ 少破 印

昭和 18年　￥5,000（税別）

314　コドモエバナシ
（B5　60頁）第 5巻第 15 号
特輯 ウレシイイモンブクロ／上杉謙信
大日本雄弁会講談社
ヤケ 少イタミ シミ

昭和 17　￥5,000（税別）

315　コドモエバナシ
（B5　60頁）第 6巻第 2号
特輯 クマサントダイコン／
コウヘイノハタラキ
大日本雄弁会講談社
ヤケ 印

昭和 18年　￥10,000（税別）

317　イッシャウケンメイ
（B5　11頁）
服部 静雄（文）／安 泰（画）
富永興文堂
ヤケ 少書込

昭和 17年　￥4,000（税別）

318　ボクノヒヨコ
（B5　14頁）
黒崎義介画・文　童画社
ヤケ

昭和 17年　￥12,000（税別）

322　土ノ子
（B5　14頁）（6－ 7）
渡辺 哲夫 （文）／佐藤 今朝治 （画）
富士屋書店
少ヤケ

昭和 17年　￥20,000（税別）

319　ヤマノムラ
（B5　24頁）
国府 貢一（文）／熊谷 元一（画）
教養社
ヤケ

昭和 17年　￥30,000（税別）

320　ワタシノムラ
（B5　8頁）
柴野 民三（文）／倉島 泰（画）
春江堂
ヤケ

昭和 17年　￥6,000（税別）

321
ヌリヱ大東亜センサウ
（B4　20頁）（7－ 9）
松永 シゲル （画）／今井 敏夫 （文）
教育ト童画ノ会
少ヤケ 少イタミ 少破 製本外れ

昭和 17年　￥50,000（税別）

323　アヲゾラタカク 
（A4　17頁）
山田 三郎（文）／木俣 武（画）
帝国教育会出版部
ヤケ 少イタミ 少ヤケ

昭和 18年　￥40,000（税別）

324　オ山ノトモダチ
（B5　18頁）
原 泰雄著　富士屋書店
少ヤケ

昭和 18年　￥20,000（税別）
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335　タノシクゲンキニ
（B5　14頁）
サトウ ハチロウ（文）／黒崎義介（画）
二葉書房
ヤケ 記名 少イタミ

昭和 19年　￥10,000（税別）

336　ボクトポチ
（B5　14頁）
黒崎義介（画・文）
冨士屋書店
ヤケ

昭和 19年　￥8,000（税別）

327　シンセツニシマセウ
（B5　10頁）（5－ 7）
青木 かづ子（文・画）川津書店
少ヤケ

昭和 18年　￥4,000（税別）

334　巣立つ若鷲
（B5　26頁）
中 正夫（文）／竹岡 稜一（画）
児訓社
少ヤケ 少破

昭和 19年　￥15,000（税別）

325　フネノデキルマデ
（B5　22頁）
豊田次雄（文）／三橋正造（画）
岡本ノート
ヤケ

昭和 18年　￥12,000（税別）

326　桃太郎
（B5　18頁）
渡辺 哲夫（文）／黒崎 義介（画）
冨士屋書店
ヤケ

昭和 18年　￥25,000（税別）

328　ポチトウサギ
（B5　18頁）（7－ 9）
山田 三郎 （文）／佐藤 長生 （画）
精華堂出版部
少ヤケ 少イタミ 少破

昭和 18年　￥6,000（税別）

329　ウサギとグライダー
（B5　18頁）（7－ 8）
原 泰雄著　富士屋書店
少ヤケ 少イタミ

昭和 18年　￥15,000（税別）

330　金太郎
（B5　18頁）（5－ 7）
小口吉太郎 （文）／林 義雄 （画）
／荻原 博 （企画）
春江堂
少ヤケ 少イタミ

昭和 18年　￥15,000（税別）

331　水ハウタッテイク
（B5　10頁）（5－ 7）
松井 行正 （画）／吉田 一穂 （編）
金井信生堂
少ヤケ 少汚 背少イタミ

昭和 18年　￥5,000（税別）

332　キタノマモリ
（B5　22頁）
小林 寿一郎（文）／三橋 正造（画）
昭和出版創立事務所
少ヤケ 少汚

昭和 19年　￥8,000（税別）

333　ケンチャンノムラ
（B5　24頁）
片野 敏（文）／武井 武雄（画）
ヤケ イタミ 少汚

昭和 19年　￥16,000（税別）
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340　ムラノホイクシヨ
（B5　14頁）
（5－ 7）川崎 大治 （文）／松山 文雄 （画）
国民図書刊行会
少ヤケ

昭和 19年　￥5,000（税別）

345　ナカヨシ
（B5　10頁）
藤沢 龍雄 （絵）
二葉書房編輯部編
二葉書房
少イタミ

昭和 21年　￥3,500（税別）

337　ミナミノクニグニ
（B5　30頁）
7 － 9 才　絵：鷹波 三吉／文：川端 伊織
錦城社
少ヤケ 少書込 製本外れ 少イタミ

昭和 19年　￥15,000（税別）

338　ムラノガクカウ
（B5　14頁）
（八－十）神保 治八 （文）／田口 邦於 （画）
富永興文堂
少ヤケ 少折

昭和 19年　￥10,000（税別）

339　オハナシヱホン
（B5　22頁）
（六－八）宮原 無花樹 （文）／八島 進 （画）
／他
日本出版社東京支社
 少シミ 少イタミ

昭和 19年　￥10,000（税別）

341　少国民絵文庫
ユキグニノオマツリ
（A6　57頁）
武井 武雄（画）／酒井 朝彦（文）
中央出版創立事務所
少ヤケ 記名 カバーイタミ

昭和 19年　￥45,000（税別）

342　日本ノコドモ
（B5　14頁）第 9巻第 3号
ハルガクル／ヘイタイサンノヘイキ／他
画：瀬川 美津子／小松崎 茂／宇野 晴夫／
黒崎 義介／他
国民図書刊行会
昭和 20年　￥5,000（税別）

343　アタラシイノリモノ
（A4　9頁）
奈街 三郎（文）／安井 小弥太（画）
二葉書房
ヤケ イタミ

昭和 21年　￥9,000（税別）

344　タンゴエホンＡ．Ｂ．Ｃ 
（B5　10頁）
大沼 香一画案
木鐸社
ヤケ 少イタミ

昭和 21年　￥5,000（税別）

346　青少年世界名作絵読本 1
巌窟王
（B5　34頁）
椿 達彦（文）／梁川 剛一（絵）
北海道出版社
少ヤケ 少イタミ 貼込 印

昭和 22年　￥15,000（税別）

347　保育社の絵本
キシャノタビ
（B5　6頁）
豊田 次雄（文）／鷲尾 吾一（画）　
中西 良三編
保育社
少イタミ

昭和 22年　￥2,500（税別）

348　保育社の絵本
ボクラノキシャ
（B5　6頁）
文：豊田 次雄／画：鷲尾 吾一
中西 良三編
保育社
少イタミ

昭和 22年　￥2,500（税別）
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359　やさしいおかあさん
（B5　8頁）
西田稔 （企画・文）／林 義雄 （画）
興文堂
製本外れ

昭和 23年　￥3,000（税別）

360　はしれ－はしれ
（B5　10頁）のりものぶっく
沢田 進 （文）／長谷川 露二 （画）
鈴木仁成堂
昭和 24年　￥6,000（税別）

351　うれしいな
（B5　14頁）あかちゃんのゑほん
西田稔（企画・文）／池田勝之助（画）／
喜多川周之（製版）
児童図書出版社
昭和 22年　￥3,000（税別）

353　おやまのともだち
（B5　10頁）
［おさるがり・みからでたさび・にんげん
／他］
林 ふみを作・画　児童図書出版社
昭和 23年　￥5,000（税別）

349　童謡画集　第 2輯
（B5　16頁）エホン文庫
安 泰画　大日本雄辯会講談社
昭和 22年　￥2,000（税別）

350　たのしいのりもの
（B5　10頁）
速見義一画　暁書房
昭和 22年　￥4,500（税別）

352　まちへくる汽車
（B5　14頁）
神保治八 （文）／大沢昌助 （画）
興文堂
昭和 23年　￥6,000（税別）

358　キシャ
（B5　10頁）
吉岡 隆三郎画
カゴメ玩具出版社
昭和 23年　￥4,000（税別）

354　おじようちゃん
（B5　10頁）
西田稔 （文）／原三郎 （画）
児童図書出版社
昭和 23年　￥4,000（税別）

355　あかちゃん
（B5　14頁）
西田 稔 （文）／河内 舟人 （画）
児童図書出版社
昭和 23年　￥4,000（税別）

356　どうぶつ
（B5　10頁）
3 － 8 才　谷多儀一画・詩
カゴメ玩具出版社
昭和 23年　￥2,000（税別）

357　オネエサン
（B5　10頁）
吉岡 隆三郎画
カゴメ玩具出版社
昭和 23年　￥4,000（税別）
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363　おかあさん
（B5　14頁）
特選絵本　川島 はるよ画
冨士屋書店
背少イタミ

昭和 24年　￥5,000（税別）

368　おねえさん
（B5　10頁）
西田稔 （詩）／岡田晟 （画）
興文堂
昭和 24年　￥3,500（税別）

361　どうぶつ
（B5　14頁）ぼうやのなかよし
柿原 輝行 （画）／西田 稔 （企画・文）
興文堂
昭和 24年　￥5,000（税別）

362　おともだち
（B5　10頁）
田村 まさはる （詩）／野沢 ひろし （画）
児訓社
背少イタミ

昭和 24年　￥4,000（税別）

364　なかよしどうぶつ
（B5　10頁）
西田 稔 （文）／渡辺 優 （画）
興文堂
昭和 24年　￥5,000（税別）

365　どおよう絵本
（B5　10頁）
西田 稔 （文）／大泉 北斗 （画）
児童図書出版社
少シミ 背少イタミ

昭和 24年　￥5,000（税別）

366　たろちゃんみこちゃん
（B5　10頁）
西田 稔 （文）／秋吉 秀彦 （画）
興文堂
昭和 24年　￥6,500（税別）

367　どうぶつぞうさん
（B5　10頁）
西田 稔 （文）／横川 洋 （画）
興文堂
昭和 24年　￥5,000（税別）

370　きしやとじどうしや
（B5　10頁）
甲斐 三郎 （文）／溝呂木 幹蔵 （画）
興文堂
昭和 25年　￥3,000（税別）

369　たのしい汽車
（B5　30頁）キンダーブック 特集号
フレーベル館
少ヤケ

昭和 25年　￥9,000（税別）

371　きしやでんしや
（B5　10頁）
西田 稔 （文）／横川 洋 （画）
興文堂
昭和 25年￥5,000（税別）

372　かわいいよいこ
（B5　10頁）光洋社の家庭絵本
長谷川露二画　光洋出版
少イタミ

昭和 25年　￥6,000（税別）
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376　わんわんものがたり
（28.5 × 15cm　16頁）第 12 巻第 8号
小学 1年生 10 月号付録
ウォルト・ディズニー （作・画）
後藤有一 （文）
小学館
少ヤケ 少イタミ

昭和 31年　￥2,000（税別）

379　ヌリエ・エ手本
（B5　10頁）
水野実月画
双葉会出版部

￥2,500（税別）

377
きしゃあそび
（B5　4頁）
幼稚園 11 月号ふろく
第 9巻第 8号付録
少ヤケ 少イタミ

昭和 31年　￥2,500（税別）

378　さんすうぬりえ
（B5　24 頁）小学一年生 4 月号付録：第
20 巻第 1号
一ねんせいおめでとうとくべつふろく
小学館
少ヤケ

昭和 39年　￥2,500（税別）

373　どうぶつ
（B5　8頁）
平井 一雄 （画）／甲斐 三郎 （文）
児童図書出版社
昭和 25年　￥3,000（税別）

374　ジェインの一日
（B5　26頁）
カナダ・パウロ会著
中央出版
ヤケ

昭和 29年　￥2,000（税別）

375　母の友 絵本 55
こどものとも
（B5　18頁）いぬとにわとり
作 : 石井 桃子／画 : 山中 春雄
福音館書店
少破 少イタミ

昭和 31年　￥2,000（税別）
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380 メリーちゃん
B5　22頁　湯浅粂策（画）　春江堂　少ヤケ 昭和 14年 ￥4,000（税別）

381 幼児標準絵本 3　ムラノコドモ
B5　29頁　武井武雄（文）／熊谷元一他（画）武井武雄編
鈴木仁成堂　印 少ヤケ 少イタミ 製本外れ 昭和 14年 ￥6,000（税別）

382 オモチャ
B5　18頁　林義雄（画）　二葉書房　汚 シミ 少イタミ 少書込 昭和 16年 ￥2,000（税別）

383 カアカアカラス
B5　14頁　岡ノボル（文）／長谷川ハセヲ（画）　綱島書店　少ヤケ 少汚 昭和 17年 ￥5,000（税別）

384 キリエ日本童話
B5　18頁　秋山禽三（文・画）　岡本ノート出版部　少ヤケ シミ 昭和 17年 ￥4,000（税別）

385 オハナシ 4・5才
B5　16頁　小さいお家：野辺地天馬（作）／武井武雄（画）　木馬：細川武子（作）
／木俣武（画）／他　武井武雄編　鈴木仁成堂　少ヤケ イタミ 製本外れ 昭和 17年 ￥7,000（税別）

386 村のこども
B5　68頁　栗下喜久治郎（著）　毎日新聞社　ヤケ 少イタミ 昭和 21年 ￥3,500（税別）

387 笠地蔵様
B5　18頁　関敬吾（文）／福田豊四郎（画）　日本美術出版　少ヤケ 少シミ 少イタミ 昭和 21年 ￥6,000（税別）

388 シンデリラ
B5　14頁　世界童話絵本・フランス　奈街三郎（文）／斎藤長三（画）
岩井書店　少ヤケ 少折 昭和 21年 ￥3,500（税別）

389 フタバ
B5　20頁　第２巻第１号　二葉書店　ヤケ イタミ 書込 附録欠 昭和 22年 ￥2,000（税別）

390 フタバ
B5　18頁　第２巻第２号　二葉書店　ヤケ シミ 少イタミ 昭和 22年 ￥2,000（税別）

391 おおきいちいさい
B5　14頁　小口吉太郎（文）／林義雄（画）　春江堂 昭和 22年 ￥3,500（税別）

392 デンシャ
B5　10頁　西三郎（文・絵）　カゴメ玩具出版社　少ヤケ 昭和 23年 ￥2,000（税別）

393 どうぶつ
B5　10頁　古屋白洋（画）　二葉書店　ヤケ イタミ 印 昭和 23年 ￥2,000（税別）

394 どうぶつえん
B5　10頁　柿原輝行（絵）／月原燈一郎（文）　東山書房　少ヤケ 少イタミ 少折 昭和 24年 ￥3,000（税別）

395 チャイルドブック
B5　14頁　第 14 巻第 5号（ふろく共）　国民図書刊行会　ヤケ 少イタミ 印 昭和 25年 ￥1,200（税別）

396 ままごとあそび
B5　10頁　飯島敏子（文）／武田将美（画）　昭和出版　ヤケ 少破 昭和 25年 ￥3,500（税別）
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397 はしれきしや
B5　10頁　西田稔（文）／溝呂木幹蔵（画）　興文堂　少ヤケ 少イタミ 昭和 25年 ￥1,500（税別）

398 お月さまお星さま
B5　42頁　世界の絵本 大型版 7
北原白秋・宮沢賢治（詩）／他　初山滋（画）／他　新潮社出版部編
新潮社　少ヤケ 少イタミ 昭和 25年 ￥2,000（税別）

399 幼稚園えほん
B5　46頁　第１巻第２号（附録共）
絵話おおきなかぶ：与田準一（文）／鈴木寿雄（絵）／他　秋田書店編
少イタミ 印 昭和 28年 ￥3,000（税別）

400 幼稚園ブック
B5　46頁　第５巻第６号　特集おさるのしっぱい　秀文社編
少ヤケ 印 附録欠 昭和 28年 ￥3,000（税別）

401 幼稚園
B5　50頁　第５巻第 10 号
絵物語しんでれらひめ：土屋由岐雄（文）／川上四郎（絵）／他　小学館編
少イタミ 少ヤケ 少汚 印 附録欠 昭和 28年 ￥3,000（税別）

402 幼稚園
B5　250 頁　第５巻第 12 号
絵物語ももたろう：土屋由岐雄（文）／鈴木寿雄（絵）／他　小学館編
少イタミ 少ヤケ 少破 印 附録欠 昭和 28年 ￥3,000（税別）

403 べんきょうえほん
B5　10頁　小学一年生 第 10 巻第８号付録　藤本一郎（指導）
小学館　書込 少イタミ 少ヤケ 少汚 昭和 29年 ￥1,000（税別）

404 べんきょうえほん
B5　10頁　小学一年生 第 10 巻第９号付録　小川格／野村修（指導）
小学館　書込 少イタミ 少ヤケ 昭和 29年 ￥1,000（税別）

405 べんきょうえほん
B5　10頁　小学一年生 第 10 巻第 10 号付録　小川格／中村善次郎（指導）
小学館　書込 ヤケ 少イタミ 昭和 30年 ￥1,000（税別）

406 べんきょうえほん
B5　10頁　小学一年生 第 10 巻第 11 号付録　中村善次郎（指導）
小学館　書込 少ヤケ 昭和 30年 ￥1,000（税別）

407 べんきょうえほん
B5　10頁　小学一年生 第 10 巻第 12 号付録　野村修（指導）
小学館　書込 少ヤケ 少汚 昭和 30年 ￥1,000（税別）

408 二年生のたのしいおけいこちょう
B5　14頁　小学二年生 第 11 巻第 1号付録　森久保仙太郎（指導）
小学館　書込 少ヤケ 少汚 少イタミ 昭和 30年 ￥1,000（税別）

409 二年生のたのしいおけいこちょう
B5　14頁　小学二年生 第 11 巻第 2号付録　森久保仙太郎（指導）
小学館　書込 ヤケ 少汚 昭和 30年 ￥1,000（税別）
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410 二年生のたのしいおけいこちょう
B5　12頁　小学二年生 第 11 巻第 4号付録　森久保仙太郎（指導）
小学館　ヤケ 書込 昭和 30年 ￥1,000（税別）

411 二年生のたのしいおけいこちょう
B5　14頁　小学二年生 第 11 巻第 5号付録　森久保仙太郎（指導）
小学館　少ヤケ 書込 昭和 30年 ￥1,000（税別）

412 二年生のたのしいおけいこちょう
B5　14頁　小学二年生 第 11 巻 8号付録　森久保仙太郎（指導）
小学館　少ヤケ 書込 少破 昭和 30年 ￥1,000（税別）

413 二年生のたのしいおけいこちょう
B5　14頁　小学二年生 第 11 巻第 10 号付録　森久保仙太郎（指導）
小学館　少ヤケ 昭和 30年 ￥1,000（税別）

414 よいこのくに
B5　21頁　第４巻第９号　特集 くりすますのおはなし
よいこのくに社　印 ヤケ 少イタミ 昭和 30年 ￥3,000（税別）

415 光文社の動く絵本 15　とっきゅうつばめ
B5　18頁　動く絵本のあたえ方共　３才～６才：乗り物絵本
木村定男（絵）／森いたる（文）／西津省二（工作）　光文社　少ヤケ 少イタミ ￥4,000（税別）

416 光文社の動く絵本 13　はやいのりもの
B5　18頁　動く絵本のあたえ方共　3才～ 6才：乗物絵本
中村信生（絵）／森 いたる（文）／中村星果（工作）／他　光文社　少ヤケ 少イタミ ￥6,000（税別）

417 光文社の動く絵本 19　とうきょうののりもの
B5　16頁　3 才～ 6才：乗物絵本
上田三郎（絵）／森至（文）／工作：中村星果（工作）／他　光文社　少ヤケ 少イタミ ￥6,000（税別）

418 光文社の動く絵本 14　せかいのどうぶつ
B5　18頁　動く絵本のあたえ方共　３才～６才：動物絵本

藤形一男（絵）／森いたる（文）／長谷川露二（工作）／他　光文社　少ヤケ 少イタミ ￥3,000（税別）

419 光文社の動く絵本 21　ちいさなどうぶつ
B5　18頁　２才～３才：動物絵本

岩崎良信（絵）／森いたる（文）／山本 政雄（工作）／他　光文社　少ヤケ 少イタミ ￥3,000（税別）

420 おてらの水くみ
B5　22頁　岩間亜加根（さく・え）　岩間正男／他編　少ヤケ 少イタミ ￥3,000（税別）
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421　大功記出世双六
48 × 70cm
錦朝楼 芳虎画　藤岡屋 慶治郎

折れ目 イタミ ツカレ 虫損　慶応 2年　￥55,000（税別）

422　新撰東京名所案内寿語録
54.5 × 78cm
市郡変称 東京全図　浅草蔵前片町昇陽舎発行

少イタミ 少汚　　￥50,000（税別）

423　文明滑稽寿語録
58 × 67.5cm
蒸気車・蒸気船・馬車・ほてる・伝信機・自転車／他
恵斎 芳幾／渡辺 彫栄画　辻岡屋文助

少ヤケ 少イタミ 少虫喰 裏打　　￥40,000（税別）

424　仮名手本誠忠寿古六
50 × 71.2cm
花あそび・切腹・落人・松切・一力・乱入／他
一雄斎 国輝 （歌川 国輝）画　和泉屋市兵衛

少ヤケ 少イタミ 少破 少虫喰　　￥30,000（税別）
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425　商家繁栄双録
72.5 × 72.2cm
呉服古着：上総屋／砂糖問屋：越前屋兵蔵／仙女香：坂本有
七／他　幾英 （小林 幾英）／楊堂 （鍋田 玉英）画

少シミ 少虫喰　　　￥220,000（税別）

427　福島の遠征郡司の探見海陸勲功寿語録
87 × 47cm
実況上申賞賜の図・浦塩斯徳の帰航・ウラル山の粗雪・伯林の
出馬・千島の開拓／他　森本 順三郎　少ヤケ 少イタミ 少虫喰

明治 26年　￥95,000（税別）

426　教育奨励全世界巡覧双六
73 × 51.3cm
大清国上海港・朝鮮国仁川港・北米合衆国都華聖頓府・
独国都伯林／他　横山 良八　少ヤケ

明治 21年　￥280,000（税別）

428　尚武須護陸
95 × 72cm
徴兵・軍人志願・軍曹・士官候補生・中佐・大尉・大将：靖国
社／他　月耕 （尾形 月耕）画　東洋堂
少ヤケ 少イタミ 一部消込有 補修有

明治 26年　￥80,000（税別）
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429　東京名所商家見立双録
89.2 × 48cm
日本橋：森谷十全堂／九段：松沢商店／赤坂御所：守田分
店／他　広羽舎 青山 豊吉　少ヤケ 少イタミ 少虫喰

明治 29年　￥80,000（税別）

431　南軍北軍陣取り
98 × 64.5cm
南軍海路線／北軍海路線／南軍野戦病院／北軍野戦病院
井上 安五郎　少ヤケ 少イタミ 少虫喰 補修有

明治 34年　￥85,000（税別）

430　太閤豊臣秀吉出世双六
38 × 44.5cm　引札　　￥12,000（税別）

432　貯金出世双六
55.5 × 80cm　引札　京都歳時記　商工貯金銀行編

明治 34年　￥35,000（税別）

433　各地巡遊双六
39.2 × 54.5cm　東京・大阪・京都・琉球・樺太・韓国・上海・
台湾（中学文壇 第 209 号：附録）　少ヤケ 少破

明治 40年　￥30,000（税別）
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436　日出新聞朝鮮双六
54.5 × 76cm　辛亥初刊（京都日出新聞 第 8466 号：附録）
芳舟／鶴友／渓仙／他画　日出新聞　少ヤケ 少イタミ 少虫喰

明治 44年　￥75,000（税別）

434　暗算応用智恵くらべ 
39 × 54.5cm　日本少年 第 5巻第 1号
附録　実業之日本社　少ヤケ 少汚 少イタミ 補修有

明治 43年　￥12,000（税別）

435　新日本歴史双六
52 × 78cm　元年：王政復故／ 15 年：板垣退助君之遭難／
他（東雲新聞 第 557 号：第 1附録）　東雲新聞社
少ヤケ 少イタミ 少虫喰 少書込 裏打

明治 43年　￥4,500（税別）

437　五十三駅歌舞伎寿語六
63.5 × 93cm　石版　演芸画報 第 6年第 1号附録
演芸画報社編　折れ目あり 虫損 補修あり

明治 44年　￥9,500（税別）

438　子だから双六
54.3 × 78.2cm　婦人世界 第 14 巻第 1号
新年附録・高信峡水案　明石 精一画　実業之日本社

少ヤケ 少イタミ　　大正 8年　￥20,000（税別）

439　春爛漫！！！新案花輪競争双六
53 × 73.5cm　少女倶楽部 第 2巻第 1号 新年大附録
安：横田桃水／画：武田 比佐　大日本雄弁会

大正 13年　￥9,500（税別）
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443　訪欧大飛行記念飛行双六
54.5 × 78.2cm　安辺・篠原（初風号）
河内・片桐（東風号）顔写真入り（大阪朝日新聞 第 15818 号：
附録）　大阪朝日新聞　印 少ヤケ 少イタミ 少虫喰
大正 14年　￥10,000（税別）

440　新案遊戯飛行競争 
55 × 75.8cm
婦女界 第 31 巻第 1号：新年号附録　婦女界社

少ヤケ 少イタミ 破　　大正 14年　￥10,000（税別）

441　鉄道競争すごろく
77.5 × 106.5cm　一万哩記念
（大阪毎日新聞 第 14943 号：附録）　大阪毎日新聞

少ヤケ 少イタミ　　大正 14年　￥6,000（税別）

444　世界一週競争双六
54.5 × 78.8cm　裏面：家庭大運動会双六
（キング 第 2 巻第 1号：新年号大附録）太田 三郎／的場 朝二
画　大日本雄弁会講談社　少ヤケ 少イタミ

大正 15年　￥25,000（税別）

442　女子スポーツ双六
63.5 × 93.5cm
主婦之友 第 9巻第 1号：新年附録　田中 比左良案・画
主婦之友社　少ヤケ 少イタミ 少破

大正 14年　￥20,000（税別）

445　家庭教育世界一周すごろく
107×78.3cm　（大阪毎日新聞 第 15306号：附録）アジヤとヨー
ロッパの境界ウラル山脈／ナポレオンの生地コルシカ／他　大
阪毎日新聞　少ヤケ 少イタミ 少破
大正 15年　￥6,000（税別）
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448　漫画読本補充サシヱ双六
54 × 78.4cm　セウガク一年生　第 10 巻第 13 号
正月号附録・学習指導研究会案　中村 一朗画　小学館

少ヤケ 少タミ 少虫喰　　昭和 10年　￥15,000（税別）

446　東海道五十三次道中寿語録
78.3 × 109.2cm
国際写真情報 第 6巻第 1号 新年号附録　国際情報社

折目有　　大正 16年　￥15,000（税別）

447　世界早まはり競走 
61.5 × 91cm
幼年倶楽部 第 7巻第 1号：正月号附録　宮尾 しげを画
大日本雄弁界講談社　少ヤケ 少イタミ

昭和 7年　￥12,000（税別）

450　壮烈大激戦双六
54 × 78.4cm　せうがく三年生 第 13 巻第 11 号
正月号附録・学習指導研究会考案　加藤 たかし画　小学館

少ヤケ 少イタミ 少虫喰　　昭和 12年　￥15,000（税別）

449　新案世は情け道連双六
54.6 × 39.4cm
キング 第 12 巻第 1号 新年号附録　大日本雄弁会講談社編

少ヤケ 少破　　昭和 11年　￥2,000（税別）

451　太平洋決戦双六
日付違いの少国民新聞5枚共　少国民新聞：昭和17年 1月 1日
（太平洋のＡＢＣＤ包囲陣を突破して東京からワシントンに入
る双六）少ヤケ 少イタミ 少シミ 貼込跡

昭和 16－17 年　￥12,000（税別）
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454　爆笑ヱノケン双六
39 × 53.2cm
［日本の喜劇王榎本健一を模した双六］
吉岡 隆三郎画　斎藤盛文堂　少ヤケ 少イタミ

昭和 27年　￥4,500（税別）

452　孫悟空双六
53 × 75cm
高野 てつじ案画　二葉書房

少シミ　　昭和 22年　￥4,000（税別）

453　どうぶつ双六
53 × 75cm
小学二年 第 5巻 1号 正月号附録　二葉書店

テープ補修あり　　昭和 25年　￥3,000（税別）

455　こぶたのとんちゃんのりものすごろく
53 × 75cm　幼稚園 第 6巻第 10 号 正月号附録
石田 英助画　小学館　少イタミ

昭和 29年　￥3,000（税別）

456　くまたろう おとぎすごろく
53 × 75cm　小学一年生 第 9巻第 10 号 正月号附録
安 泰／もり やすじ画　小学館　少ヤケ

昭和 29年　￥3,000（税別）

457　があすけとこけっぽすごろく
53 × 73.5cm
小学二年生 第 9巻第 10 号 正月特大号附録

島田 啓三画　小学館　少ヤケ　昭和 29年　￥3,000（税別）
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460　七転八起開運双六
54.5 × 79cm　複製版　高畠 華宵画

￥4,500（税別）

458　ミッキーの東京遊覧双六
54 × 78.5cm
神宮外苑絵画館／東京駅／羽田国際飛行場
裏面：銀座松屋広告　松屋　少ヤケ 少イタミ

￥55,000（税別）

459　橿原宮御即位 － 憲法制定（振り出し － 上里）
74.8 × 103cm
延喜天暦：菅原道真／群雄割拠：上杉謙信／五国条約：井伊直
弼／他　少ヤケ 少シミ 少イタミ 少破

￥10,000（税別）

462　泰平双六
38 × 54cm　1枚
野球（振出し）・スプーンレース・ホッケー・チョウチンレー
ス・相撲（上り）／他　少ヤケ 少破

￥2,500（税別）

461　科学教育漫画原子双六
52.5 × 75.5cm　湯川博士ノーベル賞受賞記念
下馬 三郎画　日本発明新聞社　ヤケ

￥20,000（税別）
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465　新いろは歌留多
6.8 × 4.8cm（文字札・絵札各 48 枚）

家庭教訓：毎日電報社撰（毎日電報 第 2232 号附録）
結城素明画　毎日電報社　少ヤケ 函少書込

明治 43年　￥8,000（税別）

464　英和会話かるた
9 × 7.5cm　（100 枚揃）大塚熊吉編　宝玉堂　印 函少ヤケ
明治 20 年　￥20,000（税別）

463　大新板英吉利二六文字
A4　1枚
古鹿吉兵衛板
少ヤケ 少書込 虫喰 補修有

￥12,000（税別）
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466　1933 年シカゴ万国博覧会記念トランプカード
6.5 × 10cm　（53 景観図）1933 CENTURY OF PROGRESS CHICAGO.

53 VIEWS OF THE FAIR. WORLD'S FAIR SOUVENIR PLAYNG CARDS　WESTERN PLAYING CARD COMPANY　函少イタミ

昭和 8年　￥25,000（税別）

467　漫画かるた 赤ノッポ青ノッポ
A6　98（読札 48 枚・取札 48 枚・予備札 1枚）［東京・大阪毎日新聞で連載されていた漫画物語の絵本のかるた版］

武井武雄作　鈴木仁成堂　函少イタミ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和 11年　￥85,000（税別）
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468　動物なぞカルタ
A6　98（読札 48 枚・取札 48 枚・予備 1枚）［読札には動物の簡単ななぞなぞと小さな文字でヒントも書かれている］

武井武雄作　鈴木仁成堂　函少イタミ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和 11年　￥85,000（税別）

469　ネズクロ連隊
16.2 × 11.7cm　（絵札・文字札共に４８枚揃）イロハカルタ（王様カルタ）
今村いさむ原案　金井信生堂　少イタミ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥50,000（税別）

470　Japanese Children（英文）
24.5 × 1735（10 図）
こども風俗　松谷画　TOYODO
少イタミ 少破 一部補修済

￥50,000（税別）
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471　満州風俗
A6（36 図）［水彩画］明治 38 年 10 月 2 日松本松月
氏ニ托セシモノ・森本義言
少ヤケ 少シミ 少イタミ

明治 38年　￥40,000（税別）

472　新板子供遊いろはまんが
B4　2枚　橋本直義（楊州周延）画　太田 与兵エ
ヤケ イタミ 破 台紙貼込　　　　　　　　明治　￥10,000（税別）

473　歌舞伎座狂言星月夜公暁
B4（組上３枚続）禅司公暁：尾上菊五郎／実朝卿：中村福助／侍従職：市川権十郎（深川屋版）
梅堂画　牧金之助 少ヤケ 少イタミ
明治 26年　￥50,000（税別）
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474　福島中佐単騎遠征
B4（組上３枚続）福島中佐：中村雁次郎（深川屋版）
梅堂画　牧金之助　少ヤケ 少イタミ
明治 26年　￥50,000（税別）

476　日露戦争組上ケ我軍奉天城占領之図
B4（１枚物）牧金版　牧金之助画　少ヤケ 裏打
明治 37年　￥12,000（税別）

475　福島中佐単騎遠征
B4（組上１枚）出来上リ図「福島中佐氷河ヲ渡ル図」
福島中佐：市川左団次（深川屋版）牧金之助画
少ヤケ 少イタミ　　　明治 26年　￥20,000（税別）
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477　日露戦争組上ケ露西亜浦塩艦隊沈没之図
B4（１枚物）牧金版　牧金之助画　少ヤケ 少イタミ
明治 37年　￥15,000（税別）

478　日露戦争組上ケ黒溝台役斥候衝突之図
B4（１枚物）牧金版　牧金之画　少ヤケ 少イタミ
明治 37年　￥15,000（税別）

479　日露戦争組上ケ遼陽城激戦皇軍大勝之図
B4（１枚）牧金版　牧 金之助画　少ヤケ 少イタミ
明治 38年　￥18,000（税別）

481　旅順二百三高地大突撃之図
B4（組上１枚物）牧金版　牧金之助画　少ヤケ 少イタミ
明治 38年　￥18,000（税別）

480　奉天附近大会戦我軍敵兵追撃之図
B4（組上１枚物）牧金版　牧金之助画　少ヤケ 少イタミ
明治 38年　￥18,000（税別）

482　日露戦争組上二百三高地大激戦之図
B4（１枚物）牧金版　牧金之助画　少ヤケ 少イタミ
明治 37年　￥12,000（税別）
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486　新板貴賎おさな遊の図
B4　梅堂政信（歌川政信）画　池田友吉
少ヤケ 少イタミ　　　明治 17年　￥8,000（税別）

483　日露戦争組上ケ奉天城南門外激戦之図
B4（１枚物）牧金版　牧金之助画　少ヤケ 少イタミ
明治 38年　￥12,000（税別）

484　明治座新狂言石川五右衛門楼門ノ場
B4（組上３枚続）
石川五右衛門：市川団十郎／羽柴久吉：尾上菊五郎
（牧金版）　牧 金之助画　少ヤケ
明治 29年　￥55,000（税別）

485　源平八嶋大合戦
B4　（組上１枚）
九郎判官義経（源義経）・のとの守のりつね（平教経）／他
国利（歌川国利）画　堤吉兵衛　少ヤケ 少イタミ
明治 22年　￥18,000（税別）

487　教育幼灯会絵
B4　［幻灯会の様子が画かれている：小児教育ノ話・口車之
説・学問ヲ諭ス・子供遊ノ話］梅童画　小林 新吉
少ヤケ 少シミ 少イタミ　　　明治 21年　￥10,000（税別）
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490　おもちゃ絵
B4　４枚）　すもうづくし・他／あねさまづくし・他／子ども・他／志ん板むし屋・他　美濃 忠／辻亀／他　少ヤケ 少イタミ

明治 17年 -　￥16,000（税別）

488　小児教育動物画　2
B4　猿：申／獅シ：シシ／狼：ヤマイヌ／井ノシシ：猪：
亥／他　梅＊画　小林新吉　小ヤケ 小イタミ
明治 29年　￥3,000（税別）

489　さかな両めん合
B4　［たい・たこ・こち・さより・あんこう／他］
少ヤケ 少イタミ

￥6,000（税別）

491　おもちゃ絵
B4　３枚　お面（夜叉・ひょっとこ・他）／恵比寿様・他

／草履・下駄箱・かんざし・他　少ヤケ 少イタミ
明治 27年 -　￥5,000（税別）

492　おもちゃ絵
B4　1 枚　新はん名力士組土俵入：小錦／八幡山／綾浪／
他　少ヤケ 少イタミ　￥8,000（税別）
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496　年中行事絵図
24 × 17.5cm　1.3cm（12 図）
初詣・花見・花祭り・端午の節句・七夕・月見・餅つき／他　小林永濯画　少ヤケ 少イタミ

￥45,000（税別）

493　教育美人十二ヶ月の巻
B6　6枚　初午・ぼたん・山王祭り・月見・菊細工・餅つき／他　樋口源太郎　少ヤケ
明治 32年　￥45,000（税別）

494　手工あそび
A5　48頁　すぐできるきりぬき：学校家庭：幼年幼女版
（尋常三・四年生）崇文堂書店　少ヤケ 少イタミ 貼込跡
昭和 5年　￥4,000（税別）

495　絵本おもちや集・京都舞踊百番綴
24 × 16.5cm　0.4cm（20 枚・50 枚合計 70 枚）
少ヤケ 少イタミ 少書込

￥8,000（税別）



85双六・カルタ・千代紙

497 江戸千代紙／他
（B4・4枚）いせ辰／他　　　　￥14,000（税別）

498 江戸千代紙・大名千代紙／他
（B4・6枚）円花の文様・円文韋・紅葉／他　いせ辰／他　　　￥24,000（税別）

499 千代紙
（38× 52cm・４枚）　　￥20,000（税別）
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501 千代紙
（32× 58cm・6枚）　　￥20,000（税別）

500 千代紙
（B4/38 × 52cm・5枚）いせ辰／他　　￥18,000（税別）
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502　週刊少年マガジン
創刊号～（約 1000 冊）　講談社　　　昭和 34年～　￥1,800,000（税別）

503　鞍馬天狗余燼
A6　238（前篇）新少年 8月第 1附録
第 4巻第 8号附録
大仏次郎著　博文館
少ヤケ 少イタミ

昭和 13年 ￥5,000（税別）

504　ジャングルゲーム盤
大平原児ゲーム盤

25.5 × 26.5cm　1
おもしろブック新年特大号ふろく
第 4巻第 1号フロク
印 少ヤケ 少イタミ 少書込

昭和 27年 ￥10,000（税別）

506　映画スタア名鑑
A6　130　1953年版　平凡6月号別冊附録
淡島千景・嵐勘寿郎・淡路恵子・船越英
二／他　少ヤケ 少イタミ
昭和 28年　￥1,500（税別）

505　3 つの歌歌謡アルバム
A6　134　第 3集　平凡 4月号別冊附録
NHK 専属天池真佐雄編・家中そろって
唄える　印 少ヤケ 少イタミ 少書込 綴穴
昭和 28年　￥1,500（税別）

507　3 つの歌歌謡アルバム
A6　130　第 5集　平凡 11 月号別冊附録
NHK 専属天池真佐雄編・ヒットソング
当て大懸賞つき　印 少ヤケ 少イタミ 少破 少
書込 テープ補修有 綴穴

昭和 28年　￥1,500（税別）

508　3 つの歌歌謡アルバム
A6　130　第 7集　平凡 5月号別冊付録
ＮＨＫ専属天池真佐雄編・これは便利
ジャズ豆辞典つき　少ヤケ 少イタミ 綴穴
昭和 29年　￥1,500（税別）

509　3 つの歌歌謡アルバム
A6　134　第 9集　平凡 11 月号別冊付録
NHK天池真佐雄編・ジャズ原語楽譜つき
印 少ヤケ 少イタミ 少書込 綴穴

昭和 29年　￥1,500（税別）
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510　花形スタア 1000 名住所録
A6　48　平凡 2月号別冊第 2付録
映画・歌謡・歌劇・舞踊・演劇・スポー
ツ／他　少ヤケ 少イタミ
昭和 30年　￥1,500（税別）

514　オール歌謡曲
A6　132　第 2集 平凡 6月号別冊付録
雨の花笠・母恋吹雪・優しく愛して／他
少ヤケ

昭和 32年　￥1,500（税別）

511　3 つの歌歌謡アルバム
A6　134　第 10 集
お正月特集版　平凡 2月号別冊付録
NHK 専属天池真佐雄編・これは便利！
ポケット楽譜つき　少ヤケ
昭和 30年　￥1,500（税別）

512　オール歌謡曲
A6　134　平凡 10 月号別冊付録
楽譜つき全123曲集　印 少ヤケ 少イタミ 少破
昭和 31年　￥1,500（税別）

513　3 つの歌
A6　180　決定版　平凡 3月号別冊付録
NHK 天池真佐雄編・花形歌手ベスト 20
人まつり／他　印 少ヤケ 少イタミ
昭和 32年　￥1,500（税別）

516　あなたが選んだ 20 大歌手
ヒットソング集
A6　212　平凡 3月号第 1付録
美空ひばり・島倉千代子・三橋三智也／
他　少ヤケ 少イタミ
昭和 33年　￥1,500（税別）

515　おたのしみかくし芸全集
A6　114　平凡 2月号第 2付録
浪曲・手品・詩吟・落語・俗曲／他
少ヤケ 少イタミ

昭和 33年　￥1,500（税別）

517　あなたとわたしの愛唱歌
ヒット・メロディ 12人集
A6　138　平凡 6 月号第 2 付録　特集
1958 年度全国歌謡コンクール話題曲／
他　少ヤケ
昭和 33年　￥1,500（税別）

518　RADIO・TV歌のヒットチャ
ンネル
A7　130　平凡 3月号第 2付録
明治牛乳の歌・みんみんミゼット・わた
しのモナ／他　少ヤケ ノド少イタミ
昭和 35年　￥1,500（税別）

519　まんが物語・九州の宮村雅代
さんがほんとうにあったかなしい
お話
B5　26　少女 10 月号ふろく：第 14 巻
第 13 号［阿蘇山噴火によりロープウェ
イ建設に携わっていた兄が亡くなった際
の実話］中西美智男作　少ヤケ イタミ
昭和 33年　￥2,000（税別）

520　豪華立体ショウ・おどる少女
劇場
B5　12　少女ブック 9月号ふろく
第 7巻第 11 号［松島トモ子幼少時代バ
レエ写真有］　少ヤケ 少イタミ
昭和 32年　￥5,000（税別）

521　動物の世界
A5　122　石田周三訳　珊瑚書房
少ヤケ 少汚 函少イタミ

昭和 31年　￥3,000（税別）

522　少年探偵団
A5　108　世界名作長篇漫画
（おもしろ漫画文庫 18）小坂井ひでお
集英社　少ヤケ 少イタミ 裸本

￥5,000（税別）
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523　宇宙戦争
A5　108　世界名作長編漫画
（おもしろ漫画文庫 56）三木一楽著
集英社　少ヤケ 少イタミ 裸本
昭和 31年　￥4,500（税別）

524　少年王者
A5　108　痛快密林長編漫画
（おもしろ漫画文庫 90）
山川惣治　大友朗画　集英社
少ヤケ イタミ 少破 裸本

昭和 31年　￥5,000（税別）

528　少年探偵黄金豹
B6　178　江戸川乱歩全集 15
江戸川乱歩著　光文社　少ヤケ 少イタミ
昭和 31年　￥3,500（税別）

525　バードとともに南極へ
A5　226　少年少女世界探検冒険全集 2
ストロング　白木茂訳
大日本雄弁会講談社　少ヤケ 函少イタミ
昭和 33年　￥3,000（税別）

526　赤胴鈴之助
B6　128　第 8巻
武内つなよし著　少年画報社
少ヤケ 少イタミ 少書込 製本外れ カバー欠

昭和 32年　￥5,000（税別）

527　物語仔熊のエペレ
B6　127　名作漫画曙文庫 21
しかのもゆる著　曙出版
少ヤケ 少イタミ 製本外れ 裸本

昭和 29年　￥8,000（税別）

533　ひろすけ童話
18.6 × 17.8cm　60　世界絵文庫 9
浜田広介著　あかね書房
少ヤケ イタミ 裸本

昭和 26年　￥8,000（税別）

529　少年姿三五郎
B6　71　弓田宇左著　中村書店
少ヤケ 少イタミ 少汚 少破 記名 貼込 製本外れ 裸本

昭和 29年　￥10,000（税別）

530　うたう木の葉
B6　218　世界昔ばなし文庫
デンマーク童話集
石田 英一郎著　福村書店
少ヤケ 少シミ 少イタミ 見返貼込跡

昭和 25年　￥3,500（税別）

531　わたしのどうぶつえん
B6　108　三年生のどうぶつずかん
三年生の学習 11 月号ふろく : 第 10 巻第
8号付録　清水勝画　学習研究社
少ヤケ 少イタミ 背少破

昭和 30年　￥2,500（税別）

532　王子とこじき
18.4 × 17cm　64　世界童話文庫 36
トウーェン　大木惇夫（文）／駒宮録郎 
（画）　日本書房　少ヤケ イタミ 裸本
昭和 27年　￥4,000（税別）
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534　紙芝居
B5　80+32+32+31+32　第 6巻 2・9号／第 7巻 3・7・8号（5冊）　日本教育紙芝居協会編　少ヤケ
昭和 18～ 19年　￥65,000（税別）

535　浮世絵さいころパズル
A6　12（付図４枚共）京都清水観音／総州加蔦浦／安芸厳嶋神社／周防錦帯橋／丹後天ノ橋立／鎌倉八幡宮
函イタミ 付図一枚欠　　　　　　　　　　￥50,000（税別）

536　文学部学生便覧
A6　自昭和2年4月至昭和3年3月～自昭和29年4月至昭和30年3月（23冊）　￥100,000（税別）
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537　鉄腕アトムクラブ
A5　19冊
8 月創刊号：第 1巻第 1号（付録カレンダー・入会券付）～ 11 月号：第 3巻第 11 号
テレビ映画物語鉄腕アトム：ドクター脳の巻／他　虫プロダクション友の会　少ヤケ
昭和 39年　￥70,000（税別）

538　少女の友・中原淳一
23.3 × 16.6cm
昭和の付録お宝セット：フラワーゲーム・啄木かるた・
花言葉枝折・バースデーブック・青い鳥双六・少女の友
昭和 13 年 1月号・解説書
中原蒼二監修　実業之日本社　帙入
平成 21年　￥8,000（税別）
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539 アジアの教育と文化
B5　585 頁　多賀秋五郎博士喜寿記念論文集刊行会　巌南堂書店 平成 1年 ￥13,000（税別）

540 アメリカ社会科教育の成立・展開過程の研究
A5　723 頁　現代アメリカ公民教育の教科論的分析　歓喜 隆司著　風間書房 昭和 63年 ￥15,000（税別）

541 ガウディヒ派教育学
A5　608 頁　田花 為雄著　新思潮社 昭和 37年 ￥12,000（税別）

542 ケルシェン・スタイナーの国民教育と教育者本質論
B6　248 頁　大槻 正一著　明治図書出版 昭和 6年 ￥8,000（税別）

543 スプランガー 文化教育学講義とその批判
A5　561 頁　千葉 命吉著　平凡社 大正 15年 ￥8,000（税別）

544 ソビエト教育学研究
B5　108+121+106 頁　1978 ～ 1980 年（3冊）ソビエト教育学研究会編 昭和 53-55 年　￥10,000（税別）

545 ダルトンプランの学的基礎と最近の経験
B6　591 頁　吉良 信之著　天地書房 大正 13年 ￥9,000（税別）

546 デューイ教育理論の諸問題
A5　460 頁　デューイ誕生百年祭を記念して　Dewey 日本デューイ学会訳　刀江書
院 昭和 34年 ￥8000（税別）

547 ブーバー教育思想の研究
A5　1448 頁　斎藤 昭著　風間書房 平成 5年 ￥18000（税別）

548 モンテッソリー教育法と其応用
A5　636 頁　河野 清丸著　同文館 大正 3年 ￥7,000（税別）

549 ライプチッヒの作業教育と其の批判
A5　600 頁　北沢 種一著　郁文書院　印 背少破 昭和 5年 ￥18,000（税別）

550 愛媛県師範学校先哲記念館所蔵品目録
A5　236 頁　昭和 7年 4月現在　愛媛県師範学校先哲記念館編 昭和 7年 ￥12,000（税別）

551 一哲学者の世界遊記
B6　488 頁　千葉命吉著　平凡社 昭和 2年 ￥12,000（税別）

552 下野私立教育会雑誌
B6　751 頁　第 7号～ 15 号　松崎 勝蔵編　下野私立教育会事務所 明治 19年 ￥48,000（税別）

553 科学的教育学講義
B6　259 頁　訂正 4版　谷本 富著　六盟館　少イタミ 明治 31年 ￥8,000（税別）

554 学校中心自治民育要義
A5　646 頁　村田 宇一郎著　宝文館 大正 4年 ￥12,000（税別）

555 学説乞丐袋
A5　523 頁　加藤 弘之著　弘道館　印 明治 44年 ￥8,000（税別）

556 学問之法
A5　40頁　小川為治編　酉山堂 明治 7年 ￥12,000（税別）

557 学歴意識に関する調査研究
B5　262 頁　広島大学教育学部教育社会学研究室編 昭和 40年 ￥10,000（税別）

558 危険思想と其の批判
B6　321 頁　千葉 命吉著　郁文書院 昭和 4年 ￥15,000（税別）
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559 漁村教育社会学
A5　480 頁　漁村教育の理論と実際　稲井 広吉著　東洋館出版社 昭和 31年 ￥10,000（税別）

560 教育学講義速記録
A5　787 頁　谷本 富講義　六盟館　印 明治 31年 ￥10,000（税別）

561 教育学書解説
A5　1618 頁　増補改訂　石川 栄司編　育成会　印 少書込 明治 39年 ￥8,000（税別）

562 教育学論集
A5　273 頁　教育方法・制度篇　日本教育学会編　目黒書店 昭和 24年 ￥2,500（税別）

563 教育学論集
A5　286　教育原理・歴史篇　日本教育学会編　目黒書店 昭和 26年 ￥2,500（税別）

564 教育学論集
A5　247 頁　教育方法・制度篇　日本教育学会編　目黒書店 昭和 26年 ￥2,500（税別）

565 教育学論集
A5　298+276 頁　第 1・2集（2冊）　日本教育学会編　玉川学園出版部 昭和 17-18 年 ￥5,000（税別）

566 教育学論集
A5　267 頁　ディルタイ　日本ディルタイ協会訳　以文社 昭和 62年 ￥1,500（税別）

567 教育学論叢
A5　433 頁　吉田熊次博士開講三十周年記念論文集　東京帝国大学教育学研究室編

目黒書店 昭和 14年 ￥10,000（税別）

568 教育研究紀要
A5　212+276 頁　第 3・4輯（2冊）自大正十三年三月至大正十四年三月／自
大正十四年四月至大正十五年三月　横浜市教育研究会編　横浜市役所 大正 14-15 年 ￥8,000（税別）

569 教育現象学
A5　364 頁　千葉命吉著　南光社　印 少ヤケ 昭和 2年 ￥4,000（税別）

570 教育雑誌
B6　38頁　第 28 号　独乙教育書抄　近藤 鎮三訳 明治 10年 ￥60,000（税別）

571 教育者と国家社会主義
A5　308 頁　樋口 勘次郎著　国光社 明治 37年 ￥25,000（税別）

572 教育新論
A5　250 頁　巻 3　高嶺 秀夫訳　普及舎 明治 16年 ￥10,000（税別）

573 教育新論
B6　230 ？？　第 1～ 4 （全 4冊）ジョホノット　高嶺 秀夫訳　国書刊行会 昭和 55年 ￥18,000（税別）

574 教育勅語を拝読して
A5　278 頁　第 2篇　第二段における諸細目の必然関係を中心としての体系論
国民精神文化研究所編 昭和 13年 ￥15,000（税別）

575 教育勅語渙発関係資料集
A5　658+672+594 頁　第 1～ 3巻（3冊）国民精神文化研究所編 昭和 13-15 年 ￥8,000（税別）

576 教育勅語虔攷
A5　500+483+725 頁　上・中・下巻（3冊）小野 正康著　畝傍書房 昭和 17-19 年 ￥6,000（税別）

577 教育哲学
A5　1378 頁　稲毛 金七著　目黒書店 昭和 16年 ￥20,000（税別）
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578 教育哲学講義  全
A5　322 頁　リギヨル （講述）　前田 長太訳　東洋社　少ヤケ 明治 35年 ￥12,000（税別）

579 教育立地計画
B5　604 頁　2  児童生徒の実態　長崎市教育研究所編 昭和 29年 ￥5,000（税別）

580 教育立地計画
B5　487 頁　第 1集　市域の実態分析　松江市教育立地計画委員会実態調査部編
松江市教育立地計画委員会 昭和 26年 ￥5,000（税別）

581 教育論集
B6　198 頁　第 1篇　更生の教育　沖垣 寛著　空知初等教育研究会 大正 14年 ￥3,000（税別）

582 教政学
A5　1317 頁　建部 遯吾著　同文館 昭和 5年 ￥15,000（税別）

583 教養五年
B6　393+402+402+574+598 頁　（合本 5冊）
第 1－5 年：第 1－12 ･ 13－ 24 ･ 25－ 36 ･ 37－ 48 ･ 49－ 60 巻
後藤静香著　希望社 昭和 6年 ￥20,000（税別）

584 九十九集
A5　567 頁　菊池前文相演述　田所美治編　大日本図書 明治 36年 ￥20,000（税別）

585 系統的新教育学綱要
A5　403 頁　谷本 富講述　六盟館　印 明治 41年 ￥6,000（税別）

586 系統的教育科要義
A5　704 頁　問題解説　大日本学術協会編著　モナス 昭和 5年 ￥5,000（税別）

587 教育科要義
B6　704 頁　系統的問題対照　大日本学術協会編　モナス 昭和 5年 ￥5,000（税別）

588 研究発表集
A5　310+16 頁　第 1回 （研究発表要項共 2冊）本所教育研究会編 昭和 10年 ￥15,000（税別）

589 現今教育の重要問題
A5　459 頁　塚原政次著　明治図書 昭和 12年 ￥8,000（税別）

590 公民教育指導要説
B6　354 頁　千葉 敬止著　厚生閣書店
少ヤケ 昭和 7年 ￥10,000（税別）

591 皇国教育の新使命
B6　499 頁　中野八十八著　教育実際社 昭和 7年 ￥5,000（税別）

592 自治民育十二講
A5　376 頁　村田 宇一郎著　東京宝文館 大正 5年 ￥15,000（税別）

593 自由教育論
B6　320+378 頁

上巻　土田杏村著　哲学的基礎に立てる教育学／教育の目的及教育者 大正 11－12 年 ￥10,000（税別）

594 社会現象に結び附けたる日本教育活論
A5　388 頁　樋口 勘次郎著　育成会 明治 41年 ￥25,000（税別）

595 術としての教育
A5　379 頁　ハウァルス　千葉 命吉訳　東京出版社 大正 6年 ￥35,000（税別）

596 小学教育新編
A5　30+48+66+37+46+ 頁　1 ～ 5（5冊）西村 貞訳述　金港堂 明治 16年 ￥30,000（税別）
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597 小松原文相教育論 全
A5　323 頁　小松原 英太郎述　二松堂書店　印 明治 44年 ￥20,000（税別）

598 西洋教育思想史
A5　320+307+374 頁　1 ～ 3（3冊）紳士教育論の時代／国民教育思想の時代／
自由主義教育思想の時代　梅根悟著　誠文堂新光社 昭和 43－44 年 ￥5,000（税別）

599 創造教育の理論及実際
A5　577 頁　千葉 命吉著　同文館 大正 9年 ￥18,000（税別）

600 創造教育自我表現の学習
A5　504 頁　千葉 命吉著　同文館 大正 10年 ￥20,000（税別）

601 創作的教育の研究  全
A5　311 頁　大久保 徳五郎著　金港堂書籍 大正 8年 ￥15,000（税別）

602 大日本現代教育家銘鑑
A5　1200+1000 頁　第 2・3輯（2冊）斉木 織三郎編　教育実成会 大正 4－6年 ￥40,000（税別）

603 大正・昭和教育の天皇制イデオロギー
A5　531+539 頁　1・2（2 冊）　学校行事の宗教的性格／学校行事の軍事的・
擬似自治的性格　山本 信良／今野 敏彦著　新泉社 昭和 51－52 年 ￥7,000（税別）

604 大正・昭和教育の天皇制イデオロギー
A5　531+552 頁　1・2 （2 冊）新装版　学校行事の宗教的性格／学校行事の軍事的・
擬似自治的性格　山本 信良／今野 敏彦著　新泉社 昭和 61年 ￥9,000（税別）

605 都市教育の研究
A5　1065 頁　東京市政調査会編 大正 15年 ￥12,000（税別）

606 東京大学名誉教授候補者功績調書
B5　565 頁　東京大学編 昭和 57 年度 昭和 58年 ￥30,000（税別）

607 日本教育雑誌
A5　200+98+108+108 頁　第 1巻 2・4・6／ 2巻 4号（4冊）
明治 25 年 7月　土谷 忠治／鈴木 倉之助編　博文館 明治 25－26 年 ￥12,000（税別）

608 如氏教育学（訳注）
B6　385+385 頁　上・下巻 （2冊）惹迷斯／如安諾　有賀長雄訳註　牧野書房　印 明治 19年 ￥15,000（税別）

609 八大詔勅と小学教育
A5　412 頁　守内 喜一郎／野沢 正浩／三浦 喜雄共著　目黒書店 大正 6年 ￥10,000（税別）

610 文化学術講演集
A5　312 頁　第 1輯　懐徳堂編　弘道館 大正 14年 ￥2,000（税別）

611 明治の教育ジャーナリズム
A5　334 頁　復刻版　木戸 若雄著　大空社 平成 2年 ￥5,000（税別）

612 明治以降教育文献総合目録
B5　389+292 頁昭和 24 年 3月現在（索引共 2冊）
教育文献総合目録第 1集　国立教育研究所編　印刷庁／大蔵省印刷局 昭和 25－29 年 ￥10,000（税別）

613 明治教育思想史 全
A5　714　藤原喜代蔵著　冨山房　印 明治 43年 ￥6,000（税別）

614 明治神宮御造営と青年団の奉仕
A5　777 頁　副島 次郎／五十嵐 治郎編　奉仕記録編纂部　少イタミ 少線引 大正 12年 ￥45,000（税別）
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615 SEVENTH WORLD EDUCATION CONFERENCE TOKYO 1937
A4　28頁　［第 7回世界教育会議］TOKYO PHOTO SERVICE 撮影
SHIROKIYA DEPARTMENT STORE ￥200,000（税別）

616 イギリス教育史
A5　517+511+518　1 ～ 3（3 冊）二つの国民と教育の構成／教育と労働運動
／教育改革の政治学　サイモン　成田 克矢／岩本 俊郎訳　亜紀書房 昭和 52－59 年 ￥15,000（税別）

617 フィリッピン文化
B6　336 頁　第四回日比学生会議　松下 正寿編　理想社出版部　除籍本 昭和 16年 ￥1,500（税別）

618 ホレース・マン研究
B6　285 頁　アメリカ公立学校発達史　川崎 源著　理想社 昭和 34年 ￥5,000（税別）

619 ミュンヘン市実業補習学校の組織並教程
A5　366 頁　文部省専門学務局編 大正 5年 ￥30,000（税別）

620 英国より見たる独逸の実業補習教育
A5　105 頁　文部省専門学務局編 大正 4年 ￥8,000（税別）

621 課題解決様式国際比較研究報告書
B5　209+79 頁　1・2（2冊）国立教育研究所紀要 第 74・75 集　国立教育研究所編 昭和 45年 ￥3,000（税別）

622 外国教育関係資料　　B5　212+544 頁
昭和 53・63 年度 （2 冊）文部省大臣官房調査統計課編　文部省大臣官房 昭和 53－63 年 ￥12,000（税別）

623 各国の高等教育
B5　165+149+215+131 頁　1 ～ 4（4 冊）教育調査 第 47 ～ 50 集（アメリカ合衆国
／イギリス／フランス・ドイツ連邦共和国／ソヴェト連邦・中華民国・中華人民共
和国）文部省調査局調査課編　文部省調査局 昭和 33年 ￥10,000（税別）

624 近代日本海外留学生史
A5　581+563 頁　上・下（2冊）渡辺 実著　講談社 昭和 52－53 年 ￥50,000（税別）

625 最近踏査鮮満支那の教育と産業
A5　252 頁　高井 利五郎著　広島県立広島工業学校 大正 12年 ￥15,000（税別）

626 産業革命期におけるイギリス民衆児童教育の研究
A5　400 頁　尾形 利雄著　校倉書房 昭和 39年 ￥28,000（税別）

627 女子教育
A5　360 頁　谷本 富著　実業之日本社 明治 44年 10,000（税別）

628 第七回世界教育会議誌　　A5　946+891+71+86 頁
上・下巻（同会議日本委員名簿・国内参加者名簿共 4冊）黒田 幸弘編
帝国教育会第 7回世界教育会議残務整理部 昭和 12－14 年 ￥15,000（税別）

629 第七回世界教育会議写真帖（PHOTOGRAPHIC RECORD OF 
THE SEVENTH WORLD EDUCATION CONFERENCE）
B4　COMPLIMENTS OF THE JAPANESE EDUCATION ASSOCIATION 昭和 12年 ￥25,000（税別）

630 第七回世界教育会議日本側発表論文要旨
A5　241 頁　帝国教育会第七回世界教育会議日本事務局編　背破 ￥3,000（税別）

631 第七回世界教育会議論文集　　A5　639+601+662 頁
第 1～ 3巻（3冊）昭和 12 年自 8月 2日至 8月 7日　黒田幸弘編　帝国教育会 昭和 14年 ￥9,000（税別）

632 西洋見物お土産話／私の西洋見物（正・続）
B6　221+317+258 頁　（3冊）真田 幸憲著　目黒書店 大正 11年 ￥18,000（税別）
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633 戦後欧米教育革命
A5　675 頁　公民教育会叢書 第 2巻　上石 保教／内山 進／他執筆　弘道館
印 少イタミ 大正 11年 ￥15,000（税別）

634 中国教育十年
A5　245 頁　趙 如＊著　大紘書院 昭和 18年 ￥10,000（税別）

635 朝鮮教育問題管見
A5　462 頁　大野 謙一編　朝鮮教育会　印 昭和 11年 ￥10,000（税別）

636 東辺道遊東教育参観団日記（華文）
A5　122 頁　陳 天元／張 友賢／ほか 2名編　東辺道教育会　印 大正 6年 ￥12,000（税別）

637 独逸に於ける新教育
A5　277 頁　小川 正行著　目黒書店　少書込 昭和 3年 ￥5,000（税別）

638 独逸の職業学校
B5　287+373 頁　前・後編（2冊）実業学務局調査室編　文部省実業学務局
除籍本 少シミ ヤケ 少イタミ 背テープ補修有 昭和 9－10 年 ￥25,000（税別）

639 独逸の職業学校制度
B6　312 頁　ホウマー編著　原田 歴二訳　成武堂 昭和 13年 ￥9,000（税別）

640 独逸教育見聞記
A5　611 頁　中島 半次郎著　目黒書店　ノドイタミ 大正 1年 ￥12,000（税別）

641 米国現時の教育
A5　1022 頁　民友社訳　印 明治 38年 ￥12,000（税別）

642 変革期の教育
A5　407 頁　比較教育学的考察　キャンデル　清水 義弘／河野 重男共訳　平凡社 昭和 34年 ￥8,000（税別）

643 沖縄県用尋常小学読本
A5　288 頁　巻 1～ 8（文部省刊）復刻　地域教育史資料
佐藤秀夫監修　文化評論社 昭和 60年 ￥14,000（税別）

644 改選 女子国文読本　　A5　62+63+67+65+60+59 頁
巻の 5～ 10（6冊）関根 正直編　目黒書房／成美堂 明治 35－36 年 ￥15,000（税別）

645 各国の歴史教科書（抜すい）
B5　504+654 頁　上・下（2冊）　イギリス・フランス／ドイツ・イタリア・
ソヴィエト　初等中等教育局教科書検定課編 昭和 41年 ￥8,000（税別）

646 学芸会資料全集
A5　1325 頁　新学年篇 ￥10,000（税別）

647 教科書協会会報
B5　52頁　第 66 ～ 71・74 ～ 76 号（8冊）教科書協会編 昭和 31年 ￥25,000（税別）

648 教科書行政法
B6　224 頁　谷原 義一著　有斐閣 昭和 10年 ￥10,000（税別）

649 教科書白書
B5　166 頁　教科書問題解決のために　日本教職員組合著 昭和 36年 ￥6,000（税別）

650 教科書白書
B6　133 頁　教科書採択をめぐって　日本教職員組合編 昭和 37年 ￥7,000（税別）

651 教科書白書
B6　142 頁　第 3　教科書国定化の動きと教科書研究　日本教職員組合編 昭和 40年 ￥7,000（税別）
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652 教科書白書
B5　196 頁　第 1資料集　日本教職員組合編 昭和 40年 ￥6,000（税別）

653 教科書白書　　B6　224+245+386 頁
第 20・21・23（3 冊）　"1984 年版中学校教科書の分析と批判／ 1985 年版高等学
校教科書の分析と批判／ 1987 年版中学校教科書の分析と批判 "
日本教職員組合教育文化局編　日本教職員組合 昭和 58－61 年 ￥20,000（税別）

654 教材映画に関する情報の標準化と管理システムの開発
A5　424+466+238+65 頁　教科別 50 音順編・教科別対象別編（2冊）
学校教育用映画目録　菊川 健（代）研究　文部省 昭和 55年 ￥30,000（税別）

655 勤倹奨励映画筋書集
A5　656 頁　社会局社会部編 大正 15年 ￥30,000（税別）

656 古往来についての研究
B5　514 頁　上世・中世における初等教科書の発達
石川 謙著　大日本雄弁会講談社 昭和 24年 ￥40,000（税別）

657 厚生国史  全
A5　184 頁　肥後 和男著　文学社　記名 少イタミ 昭和 15年 ￥12,000（税別）

658 校具及教具の研究
A5　496 頁　第 3版　戸倉 広雅著　昭文堂 明治 43年 ￥15,000（税別）

659 国定教科書と帝国憲法
A5　322 頁　北浦 圭太郎著　国民教育普及会 昭和 11年 ￥18,000（税別）

660 国定教科書に現れたる博物解説
A5　629 頁　神奈川県博物調査会編　寳文館 大正 5年 ￥14,000（税別）

661 教科書の歴史
A5　968 頁　（別冊共 2冊）教科書と日本人の形成／国定教科書の内容分析表
唐沢 富太郎著　創文社 昭和 35年 ￥8,000（税別）

662 国定教科書を解説せる小学校家事教材の現代化
A5　367 頁　石澤 吉磨著　南光社　印 昭和 4年 ￥10,000（税別）

663 視聴覚教育関係行政の現況
B5　179+195+152+154 頁　昭和 40 ～ 42・44 年度（4冊）
都道府県・指定都市　文部省社会教育局視聴覚教育課著 昭和 41－44 年 ￥20,000（税別）

664 小学問答書
A5　37+21 頁　万国史略之部：巻之 1・2（2冊）内田赫一郎編　金港堂
印 少イタミ 記名 明治 11年 ￥20,000（税別）

665 庭訓往来についての研究
B5　235頁　教科書の取扱方から見た学習方法の発達
石川 謙著　東京教育大学教育学会 昭和 25年 ￥60,000（税別）

666 東書文庫所蔵教科用図書目録　　B5　785+753+527 頁
第 1～ 3集（3冊）教科書図書館「東書文庫」（東京書籍付設）編　東京書籍 昭和 56－57 年 ￥28,000（税別）

667 無線報時委員會報告
B5　88+209+387+121+281+260+209+229+215 頁

第 2～ 10 巻（9冊）（無線報時研究連絡委員会報告・精密時研究特別委員会報告）
日本学術会議編　印 少イタミ 少ヤケ 昭和 24－34 年 ￥30,000（税別）

668 判決引用書類
B5　1338 頁　全 5分冊の 1～ 5　昭和 40 年「ワ」第四九四九号損害賠償請求事件 昭和 40年 ￥15,000（税別）
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669 不良児教育法
A5　572 頁　乙竹岩造講述　目黒書店 明治 43年 ￥7,000（税別）

670 明治以降教科書総合目録
B5　484 頁　2：中等学校篇　教育文献総合目録 第 3集
鳥居美和子著　小宮山書店 昭和 60年 ￥18,000（税別）

671 連語図
A5　11頁　明治 7年 8月改正：自一至十　酒井 省吾編　文部省　記名 少イタミ 少書込 明治 15年 ￥10,000（税別）

672 連語図読本
A5　13頁　翻刻　高野与三郎　記名 少汚 明治 13年 ￥10,000（税別）

673 倫氏教授学  全
A5　266 頁　リンドネル　湯原 元一纂訳　金港堂書籍　ヤケ 少イタミ 少書込 明治 31年 ￥9,000（税別）

674 往来物落穂集
A5　302 頁　上巻　石川 謙編　文修堂書店 昭和 2年 ￥5,000（税別）

675 科学と創作とを主とせる理工玩具の研究
B6　314 頁　藤五 代策著　モナス 大正 13年 ￥10,000（税別）

676 研究発表資料集　　A4　479+441+492+473+553 頁
3-2 ／ 2・4-1 ／ 2・5-1 ／ 2・5-1 ／ 2・6-1 ／ 2（5冊）平成元年後期・2年前期・3
年前期・3年後期・4年前期　ATR 視聴覚機構研究所編 ￥12,000（税別）

677 新しい時代への教育工学　　B5　290 頁
情報技術と教育工学　電気学会情報技術の教育への利用専門委員会編　電気学会 昭和 47年 ￥7,000（税別）

678 新制京都府補習読本
A5　105+104+109+111+120+108+106+222+254 頁　巻 1～ 7（7冊）
京都府教育会編　永沢金港堂　少ヤケ 少イタミ 大正 11年 ￥20,000（税別）

679 文部省認定社会通信教育資料
B5　150 頁　昭和 46 年度　文部省社会教育局編 昭和 46年 ￥15,000（税別）

680 満州開拓青年義勇隊課外読本
A5　248 頁　巻 1　満州拓植公社編　印 少ヤケ 康徳 6年 ￥6,000（税別）

681 満州開拓青年義勇隊学習資料
A5　218 頁　其の 3　満州開拓公社編　満州開拓青年義勇隊訓練本部
印 少ヤケ 背少破 康徳 8年 ￥7,000（税別）

682 満州補充読本　　A5　65+104+120+150+187+161 頁
1 ～ 6 巻（6冊）復刻版　南満州教育会教科書編輯部著　国書刊行会 昭和 54年 ￥8,000（税別）

683 西番館訳語の研究
B5　355 頁　チベット言語学序説 （華夷訳語研究叢書 1）西田龍雄著　松香堂 昭和 45年 ￥5,000（税別）

684 緬甸館訳語の研究
B5　411 頁　ビルマ言語学序説 （華夷訳語研究叢書 2）西田龍雄著　松香堂 昭和 47年 ￥5,000（税別）

685 ロロ譯語の研究
B5　376 頁　ロロ語の構造と系統 （華夷訳語研究叢書 4）西田龍雄著　松香堂 昭和 55年 ￥5,000（税別）

686 多續譯語の研究
B5　347 頁　新言語トス語の構造と系統 （華夷訳語研究叢書 6）西田龍雄著　松香堂 昭和 48年 ￥5000（税別）

687 ビン語東山島方言基礎語彙集
B5　276+52 頁 （日本語索引共 2冊）中嶋 幹起編
東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所 昭和 52年 ￥6,000（税別）
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688 A KOREAN-ENGLISH DICTIONARY
B5　1902 頁　CHANG／他著　YALEUNIVERSITYPRESS 1967 年 ￥10,000（税別）

689 インド文典
A5　393 頁　インドの新国語ヒンディー語文法　沢 英三著　アーリヤ学会 昭和 35年 ￥7,000（税別）

690 ゲルマン古韻史の研究
A5　373 頁　特にゲルマン語の母音推移について　服部 正己著　養徳社 昭和 37年 ￥4,000（税別）

691 ジョンソンの英語辞典
A5　421 頁　その歴史的意義　永嶋 大典著　大修館書店 昭和 58年 ￥2,500（税別）

692 ジョンソン博士英語辞典
B5　8.7㎝　コンパクト版　ジョンソン著　雄松堂書店 昭和 58年 ￥6,500（税別）

693 スタイン蒐集チベット語文献解題目録
B5　136+158+130+109+128+123+110+100+183 頁　第 2・4～ 7・9～ 12 分冊
（9冊）山口 瑞風／東洋文庫チベット研究委員会編　東洋文庫 昭和 55－61 年 ￥15,000（税別）

694 スワヒリ語辞典
B5　270+455+395 頁　第 1～ 3集（3冊）A～ C／ D～ J ／ K～ L
守野 庸雄／中島久編　東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所 平成 2－5年 ￥9,000（税別）

695 ヂョ－ヂ・エリオットの作品に用ひられたる英国中部地方言の研
究
A5　782 頁　細江 逸記著　泰文堂 昭和 11年 ￥14,000（税別）

696 デンマーク語辞典
A5　1004 頁　古城 健志／他編著　大学書林 平成 5年 ￥9,000（税別）

697 ドイツ言語学辞典
B5　1539 頁　岩崎 英二郎／他編　紀伊国屋書店　除籍本 平成 6年 ￥10,000（税別）

698 パラウ語の研究
B6　363 頁　松岡 静雄著　郷土研究社 昭和 5年 ￥12,000（税別）

699 ハンガリー語初期文献の研究
B5　207 頁　THE OLD HUNGARIAN LANGUAGE （北ユーラシア言語研究 1）
池田 哲郎著 平成 11年 ￥10,000（税別）

700 ピネヲ氏文典独学字書
B6　127 頁　ピネヲ　清水 房之助訳 明治 16年 ￥25,000（税別）

701 ファース言語論集
A5　432+320 頁　1・2（2冊）1934 ～ 51 ／ 1952 ～ 59
ファース　大束百合子訳　研究社出版 昭和 50－53 年 ￥5,000（税別）

702 プロレタリア・エスペラント講座
B6　165+226+222+213 頁　1 ～ 4 輯（4冊）武藤 丸楠編　鉄塔書院 昭和 5－6年 ￥6,000（税別）

703 フンデ語語彙集
B5　276 頁　アジア・アフリカ基礎語彙集 24　
梶 茂樹著　東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所 平成 4年 ￥4,000（税別）

704 マーシャル語の研究
B6　267 頁　松岡 静雄著　郷土研究社 昭和 4年 ￥6,000（税別）

705 ミクロネシア語の綜合研究
A5　565 頁　松岡 静雄著　岩波書店 昭和 12年 ￥12,000（税別）
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706 ラホ日辞典の日本語
A5　本文篇 1～ 7・索引篇 1～ 4（11 冊）金沢大学法文学部国文学研究室編
ラホ日辞典索引刊行会 昭和 42－48 年 ￥10,000（税別）

707 ロシア所蔵ウイグル語文献の研究
B5　451 頁　ウイグル文字表記漢文とウイグル語仏典テキスト　庄垣内 正弘著
京都大学大学院文学研究科 平成 15年 ￥18,000（税別）

708 総訳亜細亜言語集
A5　47+28+51+53 頁　支那官話部 1～ 4巻（4冊）広部 精訳　青山堂書房　少ムレ 少
シミ 明治 30年 ￥8,000（税別）

709 亜細亜言語集
A5　111 頁　下巻：支那官話部　広部精編　青山精　落丁 明治 30年 ￥5,000（税別）

710 英語方言辞典 （英文）
B5　688+896+934 頁　VOL. 1 ～ 6（含補遺）ライト編　FROWDE ／他 1898－1905 年 ￥78,000（税別）

711 英和対訳辞書
14 × 20.5cm　（2冊）附 不規則動辞表　小林新兵衛　少ヤケ 少汚 イタミ 印 記名 ￥90,000（税別）

712 外来語学序説
A5　371 頁　「モダン語」研究　荒川 惣兵衛著 昭和 7年 ￥4,500（税別）

713 外来語資料集
A5　183+174+212+230 頁（４冊）
諸案集成その 1・3・4／研究資料その 1・2（国語施策沿革資料 6・8 ～ 10）
文化庁文化部国語課編　文化庁 昭和 60－平成 1年 ￥25,000（税別）

714 現代広東語辞典
A5　801 頁　中嶋 幹起著　大学書林 平成 6年 ￥7,000（税別）

715 支那文字解説
B5　372 頁　井原 徹山著　大東出版社 昭和 15年 ￥3,000（税別）

716 西夏王国の言語と文化
A5　494 頁　西田 龍雄著　岩波書店 平成 9年 ￥7,000（税別）

717 西鶴語彙管見
A5　373 頁　杉本 つとむ著　ひたく書房　見返印 昭和 57年 ￥2,500（税別）

718 西南官話教本　　B5　271+203 頁
1・2（2冊）馬 真／他編　東京外国語大学アジア ･アフリカ言語文化研究所 昭和 61年 ￥7,000（税別）

719 台湾語大辞典
A5　877+1046 頁　（全 2巻）復刻版　台湾総督府編　国書刊行会 平成 5年 ￥20,000（税別）

720 中央アジア・トルコ語
A5　181 頁　カシュガール方言の研究　鷲見秀芳著　龍文書局 昭和 19年 ￥9,000（税別）

721 中央カロリン語の研究
B6　264 頁　松岡 静雄著　郷土研究社 昭和 3年 ￥5,000（税別）

722 中国方志所録方言匯編
A5　第 1～ 9篇（9冊）横浜市立大学紀要　波多野太郎編　横浜市立大学 昭和 38－47 年 ￥22,000（税別）

723 朝鮮語に於ける謙譲法・尊敬法の助動詞
A5　234 頁　小倉 進平著　東洋文庫 昭和 13年 ￥6,000（税別）

724 朝鮮語学史
A5　397 頁　小倉 進平著　大阪屋号書店 大正 9年 ￥10,000（税別）
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725 朝鮮語学史
A5　995 頁　増訂補注　小倉 進平／河野 六郎（補註）著　刀江書院 昭和 39年 ￥5,000（税別）

726 朝鮮語研究
B6　238 頁　小林 正誠著　大阪屋号 大正 12年 ￥6,000（税別）

727 朝鮮語辞典
B6　983 頁　朝鮮総督府編 昭和 7年 ￥35,000（税別）

728 朝鮮語方言の研究
A5　545+669 頁　上・下巻（2冊）小倉 進平著　岩波書店　印 昭和 19年 ￥15,000（税別）

729 朝鮮半島のことばと社会
A5　713 頁　油谷幸利先生還暦記念論文集
油谷幸利先生還暦記念論文集刊行委員会編　明石書店 平成 21年 ￥6,000（税別）

730 南部朝鮮の方言
B6　238 頁　小倉 進平編　朝鮮史学会　印 大正 13年 ￥9,000（税別）

731 日伯語会話レコード解説
A5　77頁　ブエノ　永島 正夫訳　少イタミ 昭和 5年 ￥7,500（税別）

732 日葡辞書の研究
A5　146+164+212+214+200 頁　1 ～ 3・5・6（5冊）
音韻・字音・語法・用語（上・下）今泉 忠義著　桜楓社 昭和 43－46 年 ￥6,000（税別）

733 日本語 － インドネシア語辞典
B5　1225 頁　松浦 健二著　京都産業大学出版会　カバ少汚 函少汚 平成 6年 ￥11,000（税別）

734 福建漢語方言基礎語彙集
B5　353 頁　中嶋 幹起著　東京外国語大学アジア ･アフリカ言語文化研究所 昭和 54年 ￥4,000（税別）

735 邦訳日葡辞書
B5　862 頁　土井 忠生／他編訳　岩波書店 昭和 55年 ￥6,000（税別）

736 満州語文語辞典
A5　931 頁　補訂　福田昆之編　FLL 平成 20年 ￥30,000（税別）

737 満文満洲実録の研究
A5　564 頁　上原 久著　不昧堂書店　ヤケ 函イタミ 昭和 35年 ￥7,000（税別）

738 満和辞典
A5　478 頁　羽田 亨編　国書刊行会 昭和 62年 ￥7,000（税別）

739 満和辞典
A5　478 頁　羽田 亨編　京都帝国大学満蒙調査会　印 昭和 12年 ￥8,000（税別）

740 模範馬日辞典
B6　702 頁　藤野 可護著　花屋商会／文原堂 昭和 19年 ￥15,000（税別）

741 蒙和辞典
B6　514 頁　三訂増補　韓穆 精阿／他編　甲文堂書店 昭和 15年 ￥15,000（税別）

742 魯西亜語類
A4　164 頁　河合 忠信編　少書込 昭和 60年 ￥3,000（税別）

743 魯西亜辨語
A5　336 頁　亀井 高孝／村山 七郎／中村 喜和編　近藤出版社 昭和 47年 ￥1,500（税別）

744 和英大辞典
B5　4646 頁　斎藤 秀三郎著　日英社　印・再製本済 昭和 3年 ￥20,000（税別）
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745 佛語明要
B5　117+83+84+83 頁　1 ～ 4（4冊）復刻版　村上 英俊著　カルチャー出版社 昭和 50年 ￥11,000（税別）

746 埃漢文字同源考
A5　458+36 頁　（重訂及補遺共 2冊）一名東洋「ロセツタ」石　板津七三郎著　岡
書院 昭和 8年 ￥7,000（税別）

747 全運動競技写真帖　1
B5　144 頁　附 リーグ戦号　室田 庫造編　誠文堂 昭和 6年 ￥25,000（税別）

748 名選手之面影
B6　285 頁　陸上競技・庭球・水上競技　二村 忠臣著　一成社　印 大正 14年 ￥10,000（税別）

749 大阪府ラグビーフットボール協会史
B5　481 頁　大阪府ラグビーフットボール協会編 平成 10年 ￥12,000（税別）

750 協会五十年史
B5　396+166 頁（別冊共 2冊）大正 15 年～昭和 51 年（1926 ～ 1976）
日本ラグビーフットボール協会編 昭和 52年 ￥8,000（税別）

751 日本庭球協会十年史
A5　654 頁　日本庭球協会編 昭和 7年 ￥10,000（税別）

752 庭球年鑑
B6　346 頁　康徳 9年（昭和 17 年度）奉天実業軟式庭球団編　ヤケ 背少イタミ 康徳 9年 ￥50,000（税別）

753 日本庭球史
B5　1213+936 頁（続共 2冊）軟庭百年／栄光の国民体育大会　表 孟宏編著
遊戯社 昭和 60－63 年 ￥10,000（税別）

754 日本庭球年鑑
A5　218+355+293頁　昭和 12年～ 13年度／昭和 13～ 15年度／昭和 15～ 17年度
（3冊）日本庭球協会 全日本学生庭球連盟編 昭和 13－17 年 ￥18,000（税別）

755 奥秘柔術教授書
B6　103 頁　虎之巻　野口 潜龍軒監修　帝国尚武会　ヤケ 少書込 大正 2年 ￥8,000（税別）

756 世界柔道史
B5　1189 頁　丸山 三造編　恒友社 昭和 42年 ￥12,000（税別）

757 最も実際的な学生柔道の粋  全
B6　344 頁　渡部 正／高根沢 光位著　慶文堂書店 昭和 4年 ￥10,000（税別）

758 日本水泳史料集成
A5　765 頁　文献篇　日本水上競技連盟編　記名 少ヤケ 少イタミ 昭和 12年 ￥12,000（税別）

759 水泳年鑑
A6　235+250+352 頁　3 冊　日本水上競技連盟編　日本水上競技連盟 昭和 11－13 年 ￥9,000（税別）

760 世界ノンプロ野球選手権大会記念プログラム
A4　121 頁　世界ノンプロ野球選手権大会 実行委員会編　GHQ経済科学局 昭和 25年 ￥6,000（税別）

761 ブラジル野球史
B5　293 頁　上巻　聖州野球連盟監修　伯国体育連盟 昭和 60年 ￥18,000（税別）

762 大日本剣道史
A5　840 頁　堀 正平著　剣道書刊行会 昭和 9年 ￥10,000（税別）

763 剣道の理論と実際
A5　684 頁　縄田 忠雄著　六盟館 昭和 13年 ￥6,000（税別）
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764 剣道集義
A5　507+514 頁　正・続（2冊）　心身修養　山田次郎吉著　一橋剣友会 昭和 43年 ￥12,000（税別）

765 創立 75周年記念誌
B5　435 頁　創立 75 周年記念誌編集委員会編　愛知県スキー連盟 平成 9年 ￥6,000（税別）

766 創立十周年記念
A5　181 頁　小樽スキー倶楽部編　小樽スキー倶楽部 昭和 5年 ￥20,000（税別）

767 少林寺拳法五十年史
A4　757+1994+310頁　第1・2部（別冊共3冊）
正史／道院・支部の記録／有段者芳名録（少年拳法創始五〇周年記念出版）
『少林寺拳法五十年史』刊行委員会編著　少林寺拳法連盟 平成 9年 ￥6,000（税別）

768 琉球古武術
A5　594 頁　上巻　井上元勝著　圭文社 昭和 58年 ￥25,000（税別）

769 琉球古武道
A5　602 頁　井上元勝著　ブレーン出版 昭和 47年 ￥25,000（税別）

770 琉球古武道
A5　475 頁　下　井上元勝著　績文堂出版 昭和 49年 ￥25,000（税別）

771 横綱草紙・横綱力士手形聚
B5　6.8cm　（解説共）小島貞二著　丘書房　箱入 昭和 59年 ￥35,000（税別）

772 騎手講習会記事
B6　第 1～ 10・12 回（11 冊）　帝国競馬協会編　少線引 表紙印 背少イタミ 昭和 2－12 年 ￥60,000（税別）

773 競馬成績書
A5　598 頁　昭和 10 年春季　帝国競馬協会編　除籍本 ヤケ 昭和 10年 ￥8,000（税別）

774 興亜馬事大会記念写真帖
A4　146 頁　写真協会編 昭和 17年 ￥6,000（税別）

775 事業報告書案  秘
A5　135+161+154+35+63 頁　昭和 16 ～ 18・20・21 年度（5冊）日本競馬会編 昭和 17－22 年 ￥30,000（税別）

776 蹄跡
B5　165+175+167+167+167+175+184 頁

昭和 46 ～ 52 年度（7冊）　日本中央競馬会優駿編集部編 昭和 47－53 年 ￥14,000（税別）

777 競輪二十年史
B5　579 頁　日本自転車振興会編　日本自転車振興会 昭和 46年 ￥4,000（税別）

778 全国競輪施行者協議会三十年史
B5　454 頁　全国競輪施行者協議会編　全国競輪施行者協議会 昭和 57年 ￥10,000（税別）
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779 かさじぞうさま
B4（12 枚 1組）作品番号仁 236　作：宮脇 紀雄／画：大石てつろ　日本画劇
印 少ヤケ 少イタミ 破 函貼込 函テープ補修有 　　昭和 27年

￥5,000（税別）

780 泣きべそよし子ちゃん
B4（12 枚 1組）こどものお店（教育画劇作品番号 第 157 号）　作：丸田良夫／画：田代かん哉　
教育画劇　ラベル 少ヤケ　　昭和 27年

￥3,000（税別）

781 ガリバー旅行記
B4（20 枚 1組）巨人国の巻（世界名作童話紙芝居全集 1）　スウイフト
脚色：大川秀夫／画：野口国重　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 少破 函ラベル 函テープ補修有　　昭和 33年

￥4,000（税別）

782 ディックとねこ
B4（20 枚 1組）イギリス民話より（世界名作童話紙芝居全集 3）　脚色：安井淡／画：渡辺加三
教育画劇　　印 少ヤケ 少イタミ 函貼込 函テープ補修有　　昭和 33年

￥4,000（税別）

783 しようじきハサン
B4（20枚 1組）アラビヤンナイトより（世界名作童話紙芝居全集 5）　脚色：大川秀夫／画：大塚均
教育画劇　　印 少ヤケ 少イタミ 函貼込 函テープ補修有　　昭和 33年

￥4,000（税別）

784 森の中の眠り姫
B4（16 枚 1組）世界名作童話紙芝居全集 9　グリム　脚色：大牟田信／画：油野誠一
教育画劇　　印 少ヤケ 少イタミ 少汚 函ラベル 函テープ補修有　　昭和 28年

￥3,000（税別）

785 イワンの馬鹿
B4（16 枚 1組）世界名作童話紙芝居全集 12　トルストイ　脚色：大川 秀夫／画：永田力
教育画劇　　印 少ヤケ 少イタミ 少破 テープ補修有 函ラベル　　昭和 29年

￥3,000（税別）

786 ロビンソン・クルーソー
B4（16 枚 1組）世界名作童話紙芝居全集 22　デフォー　脚色：島崎剛／画：西村保史郎
教育画劇　　印 少ヤケ 少イタミ 函ラベル 函テープ補修有　　昭和 28年

￥3,000（税別）

787 空とぶ木馬
B4（16 枚 1組）アラビアンナイトより（世界名作童話紙芝居全集 32）
脚色：大川秀夫／画：加藤てい象　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 破 テープ補修有 函ラベル　　昭和 29年

￥1000（税別）

788 スガンさんのやぎ
B4（16 枚 1組）世界名作童話紙芝居全集 25　ドーデー　脚色：うえむら たかし／画：中尾 彰
教育画劇　　印 少ヤケ 少イタミ テープ補修有 函ラベル　　昭和 28年

￥3,000（税別）

789 きのこの木の助
B4（16枚 1組）日本名作童話紙芝居全集 1　巌谷 小波　脚色：高木造／画：和田義三
教育画劇　　印 少ヤケ 少イタミ 函ラベル 函テープ補修有　　昭和 28年

￥5,000（税別）

790 ちえの長者
B4（16 枚 1組）日本名作童話紙芝居全集 4　鈴木三重吉　脚色：大牟田 信／画：高宮 武夫
教育画劇　　印 少ヤケ 少イタミ 少汚 函ラベル 函テープ補修有　　昭和 28年

￥5,000（税別）

791 桃源にて
B4（16 枚 1組）日本名作童話紙芝居全集 9　武者小路実篤　脚色：大川秀夫／画：吉井忠
教育画劇　　印 少ヤケ 少イタミ 函ラベル 函テープ補修有　　昭和 28年

￥5,000（税別）

792 太一の靴は世界一
B4（16 枚 1組）日本名作童話紙芝居全集 11　豊島芳志雄　脚色：大川秀夫／画：斉藤長三
教育画劇　　印 少ヤケ 少イタミ テープ補修有 函ラベル　　昭和 28年

￥5,000（税別）
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793 鶴の湯物語
B4（16 枚 1組）日本名作童話紙芝居全集 14　秋田 雨雀　脚色：大川 秀夫／画：中谷 泰
教育画劇　　印 少ヤケ 少イタミ テープ補修有 函ラベル　　昭和 29年

￥5,000（税別）

794 沈んだ鐘
B4（16 枚 1組）日本名作童話紙芝居全集 15　吉田 絃二郎　脚色：福島 のり子／画：小谷野半二
教育画劇　　印 少ヤケ 少イタミ 少破 テープ補修有 函ラベル　　昭和 28年

￥5,000（税別）

795 山うば退治
B4（16 枚 1組）日本名作童話紙芝居全集 16　坪田譲治　脚色：福島のり子／画：中尾彰
教育画劇　　印 記名 少ヤケ イタミ 破 テープ補修有 函貼込　　昭和 29年

￥5,000（税別）

796 くもの糸
B4（16 枚 1組）日本名作童話紙芝居全集 18　芥川 龍之介　脚色：市川八雄／画：羽室邦彦
教育画劇　　印 記名 少ヤケ 少イタミ 破 函貼込 函テープ補修有　　昭和 28年

￥5,000（税別）

797 甚兵ヱさんとフラスコ
B4（16 枚 1組）日本名作童話紙芝居全集 32　相馬泰三　脚色：大牟田信／画：和田義三
教育画劇　　印 少ヤケ 少イタミ 破 テープ補修有 函ラベル　　昭和 29年

￥5,000（税別）

798 おとなりさん
B4（12 枚 1組）日本紙芝居幻灯 作品番号 24　作：高橋 五山／画：赤松 俊子
イタミ テープ補修跡　　昭和 28年

￥3,000（税別）

799 かえるのけろちゃん
B4（12 枚 1組）幼児保育紙芝居全集 4　作・画：和田 義三　教育画劇
少ヤケ 少シミ 少イタミ 少書込 函テープ補修有　　昭和 28年

￥4,000（税別）

800 ザンボーととら
B4（12 枚 1組）幼児保育紙芝居全集 6　鈴木 三重吉　脚色：福島 のり子／画：井口 文秀
教育画劇　　ヤケ 少イタミ　　昭和 28年

￥5,000（税別）

801 彦一ばなし
B4（12 枚 1組）伝承童話紙芝居シリーズ 5　文：大川 秀夫／画：和田 義三　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 少破 函ラベル 函テープ補修有　　昭和 29年

￥5,000（税別）

802 うりひめ子
B4（12 枚 1組）伝承童話紙芝居シリーズ 6　文：福島 のり子／画：荒金 俊夫　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 少破 函ラベル 函テープ補修有　　昭和 29年

￥5,000（税別）

803 ひもりのおきな
B4（12 枚 1組）伝承童話紙芝居シリーズ 7　文：福島 のり子／画：安井 みつる　教育画劇
印 記名 少ヤケ 少イタミ 少破 函貼込 函テープ補修有　　昭和 29年

￥5000（税別）

804 東の長者と西の長者
B4（12 枚 1組）伝承童話紙芝居シリーズ 9　文：福島 のり子／画：斉藤 長三　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 少破 少汚 函テープ補修有　　昭和 29年

￥5,000（税別）

805 おいてきぼりの船長さん
B4（12 枚 1組）保育童話紙芝居シリーズ 2　文・画：安井 淡　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 少破 テープ補修有 函ラベル 　　昭和 30年

￥4,000（税別）

806 ふくろうのそめものやさん
B4（12 枚 1組）保育童話紙芝居シリーズ 6　文：福島のり子／画：上柳輝彦　教育画劇
 印 少ヤケ 少イタミ 函ラベル 函テープ補修有　　昭和 30年

￥4,000（税別）

807 くまのおとしもの
B4（12 枚 1組）幼児のしつけ紙芝居シリーズ 8　文：大川 秀夫／画：池上 隆三　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 少破 テープ補修有 函貼込　　昭和 30年

￥4,000（税別）
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808 お山のとけいだい
B4（16 枚 1組）児童百科紙芝居全集 学校行事篇：1　作：大川秀夫／画：安井淡　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 少破 少汚 テープ補修有 函ラベル　　昭和 30年

￥4,000（税別）

809 ちようちようさん
B4（16 枚 1組）児童百科紙芝居全集 理科篇：1 花と虫より　文：須美 正夫／画：水沢 研
教育画劇　　印 少ヤケ 少イタミ 函ラベル 函テープ補修有 　　昭和 30年

￥4,000（税別）

810 せみ
B4（16 枚 1組）児童百科紙芝居全集 理科篇：2　文：須美正夫／画：黒谷太郎　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 函ラベル 函テープ補修有　　昭和 30年

￥4,000（税別）

811 たねのえんそく
B4（16 枚 1組）児童百科紙芝居全集 理科篇：4　作：須美 正夫／画：加藤 てい象　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 少破 函ラベル 函テープ補修有　　昭和 30年

￥4,000（税別）

812 雪やこんこん
B4（16 枚 1組）児童百科紙芝居全集 理科篇：5　作：須美 正夫／画：鳥居 敏文　教育画劇
印 ヤケ 少イタミ 少破 テープ補修有 函ラベル　　昭和 30年

￥4,000（税別）

813 なつのほし
B4（16 枚 1組）児童百科紙芝居全集 理科篇：6　作：福島 のり子／画：木川 秀雄　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 函ラベル 函テープ補修有　　昭和 31年

￥4,000（税別）

814 たのしい海辺
B4（16 枚 1組）児童百科紙芝居全集 理科編：7 海辺の生物　作：原徉之助／画：伊藤 悌夫
教育画劇　　印 少ヤケ 少イタミ 少汚 函ラベル 函テープ補修有　　昭和 31年

￥4,000（税別）

815 きのこがり
B4（16 枚 1組）児童百科紙芝居全集 理科編：9　作：加藤 小波／画：壬生 露彦　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 函ラベル 函テープ補修有　　昭和 31年

￥4,000（税別）

816 冬の星
B4（16 枚 1組）児童百科紙芝居全集 理科編：10　文：福島 のり子／画：小谷野 半二
教育画劇　　印 少ヤケ 少イタミ テープ補修有 函ラベル　　昭和 31年

￥4,000（税別）

817 さむさにまけるな
B4（16 枚 1組）児童百科紙芝居全集 保健衛生篇：1 冬の衛生　文・画：安井 淡　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 函ラベル 函テープ補修有 　　昭和 31年

￥4,000（税別）

818 よい子・強い子・元気な子
B4（16 枚 1組）児童百科紙芝居全集 保健衛生篇：5 結核予防　作：福島 のり子／画：吉崎 正己
教育画劇　　印 少ヤケ 少イタミ 少破 函貼込 函テープ補修有　　昭和 30年

￥4,000（税別）

819 けんちゃんの夏やすみ
B4（16 枚 1組）児童百科紙芝居全集 保健衛生篇：6 夏の保健衛生　文・画：安井 淡　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 破 函テープ補修有　　昭和 30年

￥4,000（税別）

820 もん太くんとうさ子ちやん
B4（16 枚 1組）児童百科紙芝居全集 保健衛生篇：7 よいしせい・よいたべかた
作：福島 のり子／画：石川 雅也　教育画劇　　印 少ヤケ 少イタミ 破 テープ補修有 　　昭和 31年

￥4,000（税別）

821 かび助ものがたり
B4（16 枚 1組）児童百科紙芝居全集 保健衛生編：8　文：原徉之助／画：加東てい象　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 函ラベル 函テープ補修有　　昭和 31年

￥4,000（税別）

822 うさぎのおうち
B4（16 枚 1組）児童百科紙芝居全集 あたらしい躾篇：1 家庭文：福島 のり子／画：渡辺 加三
教育画劇　　印 少ヤケ 少イタミ 少汚 函貼込 函テープ補修有　　昭和 30年

￥4,000（税別）
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823 仲よしさん
B4（16 枚 1組）児童百科紙芝居全集 あたらしい躾篇：2 学校の規律
文：福島のり子／画：富永秀夫　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 函ラベル 函テープ補修有　　昭和 30年

￥4,000（税別）

824 どうぶつ村の学校
B4（16 枚 1組）児童百科紙芝居全集 あたらしい躾篇：3
文：福島 のり子／画：上柳 輝彦　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 少汚 テープ補修有 函ラベル 　　昭和 30年

￥4,000（税別）

825 なくなった白いマリ
B4（16 枚 1組）児童百科紙芝居全集 あたらしい躾篇：4
文：大牟田 信／画：水沢 研　教育画劇
印 ヤケ 少イタミ 少破 テープ補修有 函ラベル 　　昭和 30年

￥4,000（税別）

826 ジェンナー
B4（16 枚 1組）児童百科紙芝居全集 伝記篇：1　文：大川 秀夫／画：鈴木 新夫　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 函ラベル 函テープ補修有　　昭和 30年

￥4,000（税別）

827 二宮金次郎
B4（16 枚 1組）児童百科紙芝居全集 伝記篇：3　文：原徉之助／画：柿原 輝行　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 破 少書込 テープ補修有 函ラベル　　昭和 30年

￥1,000（税別）

828 ベートーベン
B4（16 枚 1組）児童百科紙芝居全集 伝記篇：6　文：大牟田信／画：安井淡　教育画劇
 印 少ヤケ 少イタミ 少破 テープ補修有 函ラベル 　　昭和 31年

￥4,000（税別）

829 前島密
B4（16 枚 1組）児童百科紙芝居全集 伝記篇：7　文：江守 賢治／画：吉井 忠　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ シミ 函ラベル 函テープ補修有　　昭和 31年

￥4,000（税別）

830 考えるこども
B4（16 枚 1組）児童百科紙芝居全集 さんすう篇：1　作：大牟田 信／画：小坂 茂　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 函ラベル 函テープ補修有　　昭和 30年

￥4,000（税別）

831 ちよ子ちやんのおつかい
B4（16 枚 1組）児童百科紙芝居全集 さんすう篇：2　文：原徉之助／画：北田 卓史　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 少破 函ラベル 函テープ補修有　　昭和 30年

￥4,000（税別）

832 ちよきん
B4（16 枚 1組）児童百科紙芝居全集 さんすう篇：3　文：大牟田 信／画：佐藤 義明　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 少汚 少破 テープ補修有 函ラベル　　昭和 30年

￥4,000（税別）

833 みこちゃんと時計
B4（16 枚 1組）児童百科紙芝居全集 さんすう篇：4　作：福島 のり子／画：加東 てい象
教育画劇　　印 少ヤケ 少イタミ 少破 テープ補修有 函ラベル 　　昭和 30年

￥4,000（税別）

834 真珠のくびかざり
B4（16 枚 1組）児童百科紙芝居全集 発明物語篇：1　文：大牟田信／画：小谷野半二　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 少破 函ラベル 函テープ補修有　　昭和 31年

￥4,000（税別）

835 空とぶ兄弟
B4（16 枚 1組）児童百科紙芝居全集 発明物語篇：4　文：大川 秀夫／画：伊藤 悌夫　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 少破 函ラベル 函テープ補修有　　昭和 31年

￥4,000（税別）

836 ノーベル賞を残した人
B4（16 枚 1組）児童百科紙芝居全集 発明物語篇：5　文・画：柿原 輝行　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 函ラベル 函テープ補修有　　昭和 31年

￥4,000（税別）
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837 自分のものとひとのもの
B4（16 枚 1組）児童百科紙芝居全集 生活指導編：7　作：福島のり子／画：北田卓史　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 函貼込 函テープ補修有　　昭和 31年

￥4,000（税別）

838 ぶーちゃんのじてんしや
B4（16 枚 1組）児童百科紙芝居全集 生活指導編：9 「なかよしかしかり」より
文：原徉之助／画：安井淡　教育画劇
印 少ヤケ イタミ 少破 函ラベル 函テープ補修有　　昭和 31年

￥4,000（税別）

839 ゆびきりげんまん  
B4（16 枚 1組）児童百科紙芝居全集 生活指導編：10　作：福島 のり子／画：安井 淡　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 函ラベル 函テープ補修有　　昭和 31年

￥4,000（税別）

840 きみとぼく 
B4（16枚 1組）児童百科紙芝居全集 生活指導編：11　作：福島のり子／画：石川雅也　教育画劇
 印 少ヤケ イタミ 破 テープ補修有 函ラベル　　昭和 31年

￥4,000（税別）

841 山にのぼって 
B4（16 枚 1組）私たちの郷土の開発の参考のために（児童百科紙芝居全集 社会科篇：1）　
文：原徉之助／画：西原 ひろし　教育画劇　
印 少ヤケ 少イタミ 函ラベル 函テープ補修有　　昭和 31年

￥4,000（税別）

842 つよいこよいこ
B4（12 枚 1組）幼児テキスト紙芝居全集 1　作：福島 のり子／画：上野 維信　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 函ラベル 函テープ補修有 差込欠　　昭和 33年

￥1,000（税別）

843 のばらとうさぎ
B4（12 枚 1組）幼児テキスト紙芝居全集 2　文：川崎 大治／画：伊藤 悌夫　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 少破 函ラベル 函テープ補修有　　昭和 31年

￥4,000（税別）

844 ブー吉のおとしもの
B4（12 枚 1組）幼児テキスト紙芝居全集 3　作：福島 のり子／画：大川 秀夫　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 函ラベル 函テープ補修有　　昭和 32年

￥4,000（税別）

845 あなの中のライオン
B4（12 枚 1組）幼児テキスト紙芝居全集 14　文：大川 秀夫／画：六郷 僚一　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 少破 函ラベル 函テープ補修有　　昭和 32年

￥4,000（税別）

846 月夜のむぎばたけ 
B4（12 枚 1組）幼児テキスト紙芝居全集 15　作：大川 秀夫／画：西原 比呂志　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 函ラベル 函テープ補修有　　昭和 31年

￥4,000（税別）

847 みっちーのおいしやさん
B4（12 枚 1組）幼児テキスト紙芝居全集 17　文：福島 のり子／画：加東 てい象　教育画劇
少ヤケ 少イタミ　　昭和 32年

￥4,000（税別）

848 大化の改新 
B4（16 枚 1組）日本歴史物語紙芝居全集 3　作：大道寺 正衛／画：笠間 良彦　教育画劇
 印 少ヤケ 少イタミ テープ補修有 函ラベル　　昭和 32年

￥6,000（税別）

849 遣唐使
B4（16 枚 1組）日本歴史物語紙芝居全集 5　作：湯浅 清一／画：依光 隆　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 函貼込 函テープ補修有　　昭和 32年

￥6,000（税別）

850 菅原道真
B4（16 枚 1組）日本歴史物語紙芝居全集 6：太宰府の梅　作：室 達也／画：坂本玄　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 函貼込 函テープ補修有　　昭和 32年

￥6,000（税別）
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851 北面の武士
B4（16 枚 1組）日本歴史物語紙芝居全集 7　作：島崎 剛／画：太賀正　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ テープ補修有 函ラベル　　昭和 32年

￥6,000（税別）

852 鎌倉の幕府
B4（16 枚 1組）日本歴史物語紙芝居全集 8　作：大導寺 正衛／画：石井 健之　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ テープ補修有 函ラベル　　昭和 32年

￥6,000（税別）

853 玄海の嵐
B4（16 枚 1組）日本歴史物語紙芝居全集 9　作：湯浅 清一／画：坂本玄　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 函貼込 函テープ補修有　　昭和 32年

￥6,000（税別）

854 南朝と北朝
B4（16 枚 1組）日本歴史物語紙芝居全集 10　作：大導寺 正衛／画：太賀 正　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 函貼込 函テープ補修有　　昭和 32年

￥6,000（税別）

855 堺
B4（16枚 1組）日本歴史物語紙芝居全集 12：堺の町人　作：湯浅清一／画：木川秀雄
教育画劇　　印 少ヤケ 少イタミ 函貼込 函テープ補修有　　昭和 32年

￥6,000（税別）

856 千代田城
B4（16 枚 1組）日本歴史物語紙芝居全集 14　作：島崎 剛／画：太賀 正　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 函貼込 函テープ補修有　　昭和 32年

￥6,000（税別）

857 高野長英
B4（16 枚 1組）日本歴史物語紙芝居全集 16　作：島崎 剛／画：坂本 玄　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 函貼込 函テープ補修有　　昭和 33年

￥6,000（税別）

858 ろばものがたり
B4（24 枚 1組）動物名作物語紙芝居全集 3
セギュール夫人　脚色：大川 秀夫／画：斉藤 としひろ　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 函ラベル 函テープ補修有　　昭和 32年

￥4,000（税別）

859 荒野の呼び声
B4（24 枚 1組）動物名作物語紙芝居全集 4　ロンドン　脚色：大川 秀夫／画：松井 行正
教育画劇　　印 少ヤケ 少イタミ テープ補修有 函ラベル　　昭和 32年

￥4,000（税別）

860 黒馬ものがたり
B4（24 枚 1組）動物名作物語紙芝居全集 5　シュウエル　脚色：大川 秀夫／画：池上 隆三
教育画劇　　印 少ヤケ 少イタミ 函ラベル 函テープ補修有　　昭和 32年

￥4,000（税別）

861 雪の子カタグ
B4（24 枚 1組）動物名作物語紙芝居全集 8　シートン　脚色：大川秀夫／画：鈴木 新夫
教育画劇　　印 少ヤケ 少イタミ 函貼込　　昭和 32年

￥4,000（税別）

862 名犬ラッドものがたり
B4（24 枚 1組）動物名作物語紙芝居全集 9　ターヒューン　脚色：大川秀夫／画：小谷野半二
教育画劇　　少ヤケ 少イタミ　　昭和 33年

￥4,000（税別）

863 白い牙
B4（24 枚 1組）動物名作物語紙芝居全集 10　ロンドン　脚色：大川 秀夫／画：小島 正
教育画劇　　印 少ヤケ 少イタミ 少破 函ラベル 函テープ補修有　　昭和 33年

￥4,000（税別）

864 とりのおともだち
B4（12 枚 1組）劇あそびシリーズ 第 1巻：作品番号 87
作：稲庭 桂子／画：富永 秀夫　童心社　　ヤケ 少イタミ テープ補修有　　昭和 32年

￥5,000（税別）
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865 こりごりものがたり
B4（12 枚 1組）作：大川 秀夫／画：西原 ヒロシ　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 差込欠 函ラベル 函テープ補修有 　　昭和 33年

￥1,000（税別）

866 しようじきな人とずるい人
B4（20枚 1組）世界名作童話紙芝居全集2　クロイロフ　脚色：安井淡／画：六郷僚一
教育画劇　　印 少ヤケ 少イタミ 函貼込 函テープ補修有　　昭和 33年

￥4,000（税別）

867 三本の金のかみの毛をもっている鬼
B4（20 枚 1組）世界名作童話紙芝居全集 4　グリム　脚色：大川秀夫／画：石川雅也
教育画劇　　印 少ヤケ 少イタミ 函貼込 函テープ補修有 印刷ズレ　　昭和 33年

￥4,000（税別）

868 最後のボート
B4（20 枚 1組）世界名作童話紙芝居全集 6　アミーチス　脚色：大川 秀夫／画：伊藤 悌夫
教育画劇　　印 少ヤケ 少イタミ 函貼込 函テープ補修有　　昭和 33年

￥4,000（税別）

869 トム・ソウヤの冒険
B4（20 枚 1組）世界名作童話紙芝居全集 7　トオウエイン　脚色：安井淡／画：木川秀雄
教育画劇　　印 少ヤケ 少イタミ 函貼込 函テープ補修有　　昭和 33年

￥4,000（税別）

870 アンクル・トムの小屋
B4（20 枚 1組）世界名作童話紙芝居全集 9　ストウ夫人　脚色：安井淡／画：芳賀仭
教育画劇　　印 少ヤケ 少イタミ 函貼込 函テープ補修有　　昭和 33年

￥4,000（税別）

871 チヨンゴのいたずら
B4（12 枚 1組）文：大川 秀夫／画：渡辺 加三　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 少破 テープ補修有 函ラベル　　昭和 33年

￥4,000（税別）

872 ぽんぽんたいこ
B4（12 枚 1組）作：中島 研六／画：太賀 正　教育画劇
 印 少ヤケ 少汚 少イタミ 函ラベル 函テープ補修有 　　昭和 33年

￥4,000（税別）

873 クリスマスの鐘
B4（12 枚 1組）文：安井 淡／画：六郷 僚一　教育画劇
少ヤケ 函イタミ　　昭和 34年

￥3,000（税別）

874 かみさまのおれい
B4（12 枚 1組）文：大川 秀夫／画：加東 てい象　教育画劇
印 少ヤケ 函少イタミ 函ラベル 函テープ補修有 　　昭和 34年

￥5,000（税別）

875 かみさまのおれい
B4（12 枚 1組）文：大川 秀夫／画：加東 てい象　教育画劇
少ヤケ 少汚 少イタミ 函少書込 函テープ補修有　　昭和 34年

￥5,000（税別）

876 おばちゃんのこと
B4（16 枚 1組）綴方紙芝居シリーズ 1　野上 洋子　脚色：聖川 眩／画：吉井 忠
教育画劇　　印 少ヤケ 少イタミ 函テープ補修有 函貼込 　　昭和 34年

￥5,000（税別）

877 とられたバフ
B4（16 枚 1組）綴方紙芝居シリーズ 2　刈谷憲子　脚色：今金草太／画：小谷野半二
教育画劇　　印 少ヤケ 少イタミ 函ラベル 函テープ補修有　　昭和 34年

￥5,000（税別）

878 赤ぼう
B4（16 枚 1組）綴方紙芝居シリーズ 4　吉儀宏　脚色：大川秀夫／画：小島直　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 函ラベル 函テープ補修有　　昭和 34年

￥5,000（税別）

879 海のお父さん
B4（16 枚 1組）綴方紙芝居シリーズ 5　阿部 健一　脚色：税田 あい／画：鈴木 新夫　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 少書込 函貼込 函テープ補修有 　　昭和 34年

￥5,000（税別）
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880 めがね
B4（16 枚 1組）綴方紙芝居シリーズ 6　漆田康二　作：安井淡／画：西原ヒロシ　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 函貼込 函テープ補修有　　昭和 34年

￥5,000（税別）

881 三尺の鯉
B4（16 枚 1組）綴方紙芝居シリーズ 7　遠藤 洋二　脚色：大川 秀夫／画：石川 雅也　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 函貼込 函テープ補修有　　昭和 34年

￥5,000（税別）

882 売られていった黒かげ
B4（16 枚 1組）綴方紙芝居シリーズ 8　岩尾福重老　脚色：大川秀夫／画：池上隆三　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 函貼込 函テープ補修有　　昭和 34年

￥5,000（税別）

883 わたしはすずめです
B4（16 枚 1組）綴方紙芝居シリーズ 9　北山クニ子
脚色：福島のり子／画：小野田弘弥　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 函貼込 函テープ補修有　　昭和 34

￥5,000（税別）

884 悪まばらい
B4（16枚 1組）綴方紙芝居シリーズ 11　木村千草　脚色：福島のり子／画：宮脇公実　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 函貼込 函テープ補修有　　昭和 34年

￥5,000（税別）

885 母と大雨の中を
B4（16 枚 1組）綴方紙芝居シリーズ 12　川越 哲志　脚色：氷川 健／画：坂本 玄　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 函貼込 函テープ補修有 　　昭和 34年

￥5,000（税別）

886 たまごが六つ
B4（12 枚 1組）文：原徉之助／画：六郷 僚一　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 少汚 函ラベル 函テープ補修有 　　昭和 34年

￥5,000（税別）

887 いたずらころちゃん
B4（12 枚 1組）作：及川 ふみ／画：渡辺 加三　教育画劇
 印 少ヤケ 少イタミ 函ラベル 函イタミ 函テープ補修有 　　昭和 34年

￥4,000（税別）

888 トマトさん
B4（12 枚 1組）作：川田 百合子／画：小野田 弘弥　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 函ラベル 函テープ補修有　　昭和 34年

￥4,000（税別）

889 はしれはしれ三輪車 
B4（12 枚 1組）作：福島 のり子／画：渡辺 加三　教育画劇
少ヤケ 函少イタミ　　昭和 35年

￥4,000（税別）

890 空とぶ円ばん
B4　2（12 枚 1組）すべりだいが空をとぶの巻　作：原徉之介／画：太賀正　教育画劇
少ヤケ シミ 貼込跡 函テープ補修有 函イタミ　　昭和 35年

￥2,000（税別）

891 ダニエルとアンナ
B4（12 枚 1組）文：大川 秀夫／画：野々口 重　教育画劇
少ヤケ 函イタミ　　昭和 35年

￥5,000（税別）

892 灯台のあかりは消えない
B4（16 枚 1組）新選生活指導紙芝居全集 4：フランス童話より
脚色：安井淡／画：小山宇司　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 函ラベル 函テープ補修有 　　昭和 35年

￥4,000（税別）

893 なんだ坂こんな坂
B4（16 枚 1組）新選生活指導紙芝居全集 5　壷井 栄　脚色：大川 秀夫／画：小島 直　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 函貼込 函テープ補修有 　　昭和 35年

￥4,000（税別）
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894 走れメロス
B4（16 枚 1組）新選生活指導紙芝居全集 6　脚色：安井 淡／画：木川 秀雄　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 函貼込 函テープ補修有　　昭和 35年

￥4,000（税別）

895 光をもとめる子ら
B4（16 枚 1組）新選生活指導紙芝居全集 7　原作・脚色：高橋 治／画：小谷野 半二　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 函ラベル 函テープ補修有　　昭和 35年

￥4,000（税別）

896 夜あけ朝あけ
前編　B4（16枚 1組）新選生活指導紙芝居全集 8　住井すえ　脚色：福島 のり子／画：伊藤 悌夫
教育画劇　　印 少ヤケ 函少イタミ 函貼込 函テープ補修有　　昭和 35年

￥6,000（税別）

897 夜あけ朝あけ
後編　B4（16 枚 1組）新選生活指導紙芝居全集 9　住井すえ
脚色：福島 のり子／画：伊藤 悌夫　教育画劇
印 少ヤケ 函少イタミ 函貼込 函テープ補修有　　昭和 35年

￥6,000（税別）

898 ぼくも人間きみも人間
B4（16 枚 1組）新選生活指導紙芝居全集 10：吉野源三郎　信太郎君の作った記録より
脚色：安井 淡／画：吉井 忠　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 函ラベル 函テープ補修有　　昭和 35年

￥5,000（税別）

899 この人を見よ
前編　B4（16 枚 1組）新選生活指導紙芝居全集 11：アルベルト・シュバイツァーの青少年時代
作：安井 淡／画：佐藤 義明　教育画劇　　印 少ヤケ 函少イタミ 函貼込 函テープ補修有　　昭和 35年

￥6,000（税別）

900 この人を見よ
後編　B4（16 枚 1組）新選生活指導紙芝居全集 12：アフリカにおけるアルベルト・シュバイツァー
作：安井 淡／画：佐藤 義明　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 少汚 函貼込 函テープ補修有 1 頁欠　　昭和 35年

￥6,000（税別）

901 りょうしとまもの
B4（16 枚 1組）アラビアン・ナイト紙芝居全集 1　脚色：朝倉 涼童／画：木川 秀雄　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 函ラベル 函テープ補修有 　　昭和 35年

￥4,000（税別）

902 こどものさいばん
B4（16 枚 1組）アラビアン・ナイト紙芝居全集 3　脚色：安川 清司／画：渡辺 加三　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 少破 函ラベル 函テープ補修有　　昭和 35年

￥4,000（税別）

903 三つのたから
B4（16 枚 1組）アラビアン・ナイト紙芝居全集 4　脚色：聖川 眩／画：斉藤 としひろ
教育画劇　　印 少ヤケ 少イタミ 少破 函ラベル 函テープ補修有 　　昭和 35年

￥4,000（税別）

904 ダイヤモンドのおとめ
B4（16 枚 1組）アラビアン・ナイト紙芝居全集 5　脚色：聖川 眩／画：坂本 玄　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 少破 函ラベル 函テープ補修有 　　昭和 35年

￥4,000（税別）

905 おとのさまのわすれもの
B4（16 枚 1組）保健衛生紙芝居シリーズ 2　作：足立 澄男／画：西原 ヒロシ　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 函貼込 函テープ補修有　　昭和 36年

￥4,000（税別）

906 夏休みのラビーちゃん
B4（16 枚 1組）保健衛生紙芝居シリーズ 3　作：福島 のり子／画：石川 雅也　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 函ラベル 函テープ補修有　　昭和 36年

￥4,000（税別）

907 この道はもうとおらない
B4（16 枚 1組）保健衛生紙芝居シリーズ 4　作：安井 淡／画：小野田 弘弥　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 函貼込 函テープ補修有　　昭和 36年

￥4,000（税別）
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908 キタナイッチ君
B4（16 枚 1組）保健衛生紙芝居シリーズ 5　作：安井 淡／画：森国 トキヒコ　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 函貼込 函テープ補修有　　昭和 36年

￥4,000（税別）

909 ボッコンポン
B4（16 枚 1組）保健衛生紙芝居シリーズ 6　作：福島 のり子／画：伊藤 和子　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 函貼込 函テープ補修有　　昭和 36年

￥4,000（税別）

910 ぶらんこ
B4（12 枚 1組）国語紙芝居シリーズ 1　作：三省堂小学国語編修部／画：立野保之介　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 少破 函ラベル 函テープ補修有　　昭和 36年

￥4,000（税別）

911 おかあさんのたんじょう日
B4（12 枚 1組）国語紙芝居シリーズ 2　作：三省堂小学国語編修部／画：六郷 僚一　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 函ラベル 函テープ補修有 　　昭和 36年

￥4,000（税別）

912 サンボと子ざる
B4（12 枚 1組）国語紙芝居シリーズ 4　作：三省堂小学国語編修部／画：安井 淡　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 少破 函ラベル 函テープ補修有 　　昭和 36年

￥4,000（税別）

913 りんごのたび
B4（12 枚 1組）作：葉田 裕／画：野々口 重　教育画劇
少ヤケ 少シミ 函イタミ 函テープ補修有　　昭和 37年

￥4,000（税別）

914 としをとったしんごうき
B4（16 枚 1組）交通安全紙芝居シリーズ 1　作：安井 淡／画：西原 ヒロシ　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 函テープ補修有 函少書込　　昭和 37年

￥3,000（税別）

915 いなくなったとんぺい
B4（16 枚 1組）交通安全紙芝居シリーズ 2　作：原徉之助／画：石川 雅也　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 函ラベル 函テープ補修有 函少書込　　昭和 37年

￥3,000（税別）

916 こぶよりだんご
B4（16 枚 1組）交通安全紙芝居シリーズ 5　作：村山 ゆり子／画：太賀 正　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 函ラベル 函テープ補修有 　　昭和 37年

￥3,000（税別）

917 はないっぱい
B4（12 枚 1組）作：福島 のり子／画：小坂 しげる　教育画劇
少ヤケ 函少イタミ 函テープ補修有　　昭和 37年

￥5,000（税別）

918 ちびつこ炭車コットンくん
B4（16 枚 1組）道徳教育紙芝居全集 1　文：福島 のり子／画：水沢 研　教育画劇
少ヤケ 少イタミ 函テープ補修有　　昭和 37年

￥5,000（税別）

919 ちいさなおともだち
B4（16 枚 1組）道徳教育紙芝居全集 2　文：安井 淡／画：野々口 重　教育画劇
少ヤケ 少イタミ 函テープ補修有　　昭和 37年

￥5,000（税別）

920 トントンきつつき
B4（16 枚 1組）道徳教育紙芝居全集 3　文：安井 淡／画：上河辺 みち　教育画劇
少ヤケ 少イタミ 函テープ補修有　　昭和 37年

￥5,000（税別）

921 かささぎのしっぽ
B4（16 枚 1組）道徳教育紙芝居全集 4　文：福島 のり子／画：石川 雅也　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 函テープ補修有　　昭和 37年

￥5,000（税別）

922 えらいぞラック
B4（16 枚 1組）道徳教育紙芝居全集 5　文：安井 淡／画：木川 秀雄　教育画劇
少ヤケ 少イタミ 函テープ補修有　　昭和 37年

￥5,000（税別）
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923 フンブとノルブ
B4（16 枚 1組）道徳教育紙芝居全集 7　文：安井 淡／画：西原 ヒロシ　教育画劇
少ヤケ 少イタミ 函テープ補修有　　昭和 37年

￥5,000（税別）

924 ふしぎなともだち
B4（12 枚 1組）作：安井 淡／画：富永 秀夫　教育画劇
印 少ヤケ 函イタミ 函少書込 函テープ補修有　　昭和 37年

￥5,000（税別）

925 ほたるのきょうだい
B4（12 枚 1組）作：福島 のり子／画：上柳 輝彦　教育画劇
少ヤケ 少イタミ 函少書込　　昭和 38年

￥5,000（税別）

926 えのきのおしょうさん
B4（12 枚 1組）文：福島 のり子／画：渡辺 加三　教育画劇
印 少ヤケ 少汚 函少書込 函テープ補修有　　昭和 38年

￥4,000（税別）

927 おばあちゃん
B4（12 枚 1組）作：吉野 弘子／画：野々口 重　教育画劇
印 少ヤケ 少汚 貼込跡 函少書込 函テープ補修有　　昭和 38年

￥4,000（税別）

928 お医者さんの手紙
B4（16 枚 1組）ヘーベル　脚色：長崎 源之助／画：石川 雅也　教育画劇
少ヤケ 少イタミ 函テープ補修有　　昭和 39年

￥4,000（税別）

929 おやゆびひめ
B4（16 枚 1組）アンデルセン　脚色：福島 のり子／画：西原 ヒロシ　教育画劇
少ヤケ 函少イタミ 函テープ補修有　　昭和 39年

￥5,000（税別）

930 ピーター・パン
B4（16 枚 1組）バリー　脚色：川崎 大治／画：野々口 重　教育画劇
少ヤケ 函少イタミ 函テープ補修有　　昭和 39年

￥5,000（税別）

931 白鳥の王子
B4（16 枚 1組）アンデルセン　脚色：角田 光男／画：木川 秀雄　教育画劇
少ヤケ 函少イタミ 函テープ補修有　　昭和 39年

￥4,000（税別）

932 六人のけらい
B4（16 枚 1組）グリム　脚色：福島のり子／画：伊藤悌夫　教育画劇
少ヤケ 少破 テープ補修有 函少イタミ　　昭和 39年

￥4,000（税別）

933 みんなでまちぼうけ
B4（12 枚 1組）作：福島のり子／画：渡辺加三　教育画劇
印 少ヤケ 函イタミ 函テープ補修有　　昭和 39年

￥4,000（税別）

934 うそをついたひつじかい
B4（12 枚 1組）イソップ　脚色：川崎 大治／画：富永 秀夫　教育画劇
印 少ヤケ 少汚 貼込跡 函イタミ 函テープ補修有　　昭和 39年

￥4,000（税別）

935 もちのまと
B4（12 枚 1組）西山 敏夫　脚色：長崎 源之助／画：前田 松男　教育画劇
少ヤケ 少汚 函少イタミ 函テープ補修有　　昭和 39年

￥4,000（税別）

936 ちびとのっぽ
B4（12 枚 1組）小出 正吾　脚色：福島 のり子／画：西村 達馬　教育画劇
少ヤケ 函少イタミ 函貼込 函テープ補修有　　昭和 39年

￥4,000（税別）

937 犬のまいら
B4（12 枚 1組）石森 延男　脚色：吉野 弘子／画：水沢 研　教育画劇
印 少ヤケ 函イタミ 函少書込　　昭和 39年

￥5,000（税別）
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938 やさしいゆり子さん
B4（12 枚 1組）原作・脚色：奈街 三郎／画：野々口 重　教育画劇
印 少ヤケ 函イタミ 函少書込 函テープ補修有　　昭和 39年

￥5,000（税別）

939 正直エイブ
B4（12 枚 1組）リンカーン伝記より　脚色：長崎 源之助／画：小谷野 半二　教育画劇
印 少ヤケ 函イタミ 函少書込　　昭和 39年

￥5,000（税別）

940 杉の木
B4（12 枚 1組）石森 延男　脚色：吉野 弘子／画：西原 ひろし　教育画劇
印 少ヤケ 函少イタミ 函少書込　　昭和 39年

￥5,000（税別）

941 おめめをぱっちり
B4（12 枚 1組）よいこの十二か月（作品番号 324）　作：奈街 三郎／画：林 俊夫　童心社
少ヤケ 函少イタミ 函テープ補修有　　昭和 39年

￥3,500（税別）

942 箱根用水
B4（16 枚 1組）紙しばい日本人の力シリーズ 317：友野与右衛門

脚本：川崎 大治／画：久米 宏一　童心社　　印 少ヤケ 函少イタミ 函テープ補修有　　昭和 39年

￥5,000（税別）

943 いなむらの火
B4（16 枚 1組）紙しばい日本人の力シリーズ 317：浜口儀兵衛　脚本：川崎大治／画：福田庄助
童心社　　印 少ヤケ 函少イタミ 函テープ補修有　　昭和 39年

￥5,000（税別）

944 伝染病菌とのたたかい
B4（16 枚 1組）紙しばい日本人の力シリーズ 321：北里柴三郎　脚本：菅忠道／画：桜井誠
印 少ヤケ 函少イタミ 函テープ補修有　　昭和 39年

￥5,000（税別）

945 雨ニモマケズ
B4（16 枚 1組）紙しばい日本人の力シリーズ 322：宮沢賢治　脚本：稲庭桂子／画：吉井忠
童心社　　印 少ヤケ 少イタミ 函テープ補修有　　昭和 39年

￥5,000（税別）

946 稲の恩人
B4（16 枚 1組）紙しばい日本人の力シリーズ 323：並河成資　脚本：来栖良夫／画：金野新一
童心社　　印 少ヤケ 函少イタミ 函テープ補修有　　昭和 39年

￥5,000（税別）

947 ボビーのおそうじやさん
B4（12 枚 1組）作：中村 小坡／画：野々口 重　教育画劇
少ヤケ 少シミ 少汚 函テープ補修有　　昭和 40年

￥4,000（税別）

948 おやまがかじだ
B4（12 枚 1組）作：角田 光男／画：西村達馬　教育画劇
少ヤケ 少シミ 函イタミ　　昭和 40年

￥5,000（税別）

949 きらわれたとら
B4（12 枚 1組）久保 喬　脚色：福島 のり子／画：富永 秀夫　教育画劇
印 少ヤケ 少イタミ 少汚 函テープ補修有　　昭和 40年

￥4,000（税別）

950 手をふるきかんしゃ
B4（12 枚 1組）アメリカ実話より　文：角田 光男／画：水沢 研　教育画劇
印 少ヤケ 函少イタミ 函少書込　　昭和 40年

￥5,000（税別）

951 フランダースの犬
B4（12 枚 1組）ウィーダ　脚色：福島 のり子／画：小谷野 半二　教育画劇
印 少ヤケ 少汚 函少イタミ 函少書込　　昭和 40年

￥5,000（税別）

952 ふたりのそうだん
B4（12 枚 1組）寺村 輝夫　脚色：長崎 源之助／画：野々口 重　教育画劇
印 少ヤケ 少汚 函イタミ 函少書込　　昭和 40年

￥5,000（税別）
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953 どっちがやさしいか
B4（12 枚 1組）石森 延男　脚色：吉野 弘子／画：小島 貝　教育画劇
印 少ヤケ 少汚 函少イタミ 函少書込　　昭和 40年

￥5,000（税別）

954 りょうしとうずら 
B4（12 枚 1組）インド民話より　脚色：長崎 源之助／画：前田 松男　教育画劇
印 少ヤケ 少汚 函少イタミ 函少書込　　昭和 40年

￥5,000（税別）

955 はやとり
B4（12 枚 1組）日本民話より　文：国分一太郎／画：野々口重　教育画劇
印 少ヤケ 函少イタミ 函少書込　　昭和 40年

￥5,000（税別）

956 アンデルスのぼうし
B4（12 枚 1組）北欧民話より　文：中村 小坡／画：遠藤 昭吾　教育画劇
印 少ヤケ 函少イタミ 函少書込　　昭和 40年

￥5000（税別）

957 ニャオーといったのはだれでしよう
B4（12 枚 1組）美しい心シリーズ：作品番号 387　ステーエフ
脚本：与田 準一／画：水沢 研　童心社　　少ヤケ 貼込跡 函書込 函テープ補修有　　昭和 41年

￥4,000（税別）

958 さかずきと家来
B4（12 枚 1組）原作・脚色：柴野民三／画：前田松男　教育画劇
少ヤケ 函少イタミ 函テープ補修有　　昭和 41年

￥4,000（税別）

959 ロボット・ロボののぼりぼう
B4（12 枚 1組）よいこの保健・安全シリーズ：作品番号 474
作：古田 足日／画：田畑 精一　童心社　　少ヤケ 少汚 函書込 函テープ補修有　　昭和 43年

￥2,000（税別）

960 めんどりはどこ
B4（12 枚 1組）夢のふくらむシリーズ　作：西山 敏夫／画：岸田 耕造　教育画劇
少ヤケ 函少イタミ　　昭和 46年

￥3,000（税別）

961 くたびれたコンピューター
B4（12 枚 1組）よいこの十二か月：作品番号 606　　作・展開指導：清水えみ子／画：安和子
童心社　　印 少ヤケ 少汚 函貼込跡 函テープ補修有　　昭和 46年

￥3,000（税別）

962 少年駅伝夫
B4（16 枚 1組）紙しばい日本児童文学名作選　鈴木三重吉
脚本：角田光男／画：箕田源二郎　童心社　　少ヤケ 函貼込跡　　昭和 48年

￥4,000（税別）

963 たぬきのおんがえし
B4（12 枚 1組）美しい心シリーズ：作品番号 675　作・画：瀬名恵子／展開指導：原芳子
童心社　　印 少ヤケ 少イタミ 貼込跡 函テープ補修有　　昭和 48年

￥3,500（税別）

964 まる・しかく・さんかくさんのかくれんぼ
B4（12 枚 1組）よいこの十二か月：作品番号 705] 大阪市豊中市てしま幼稚園（原案）
脚本：堀尾青史／画：久保雅勇　童心社　　少ヤケ 少汚 貼込跡　　昭和 49年

￥3,000（税別）

965 ゆきの小うま
B4（12 枚 1組）作：長崎 源之助／画：遠竹 弘幸　教育画劇
少ヤケ 函テープ補修有　　昭和 51年

￥3,000（税別）

966 わんちゃんぴょんちゃん
B4（12 枚 1組）よいこの交通安全　作：石川光男／画：石川雅也　教育画劇
少ヤケ 少シミ 函テープ補修有　　昭和 51年

￥4,000（税別）

967 ながぐつだいすき
B4（12 枚 1組）作：筒井啓介／画：遠竹弘幸　教育画劇
印 少ヤケ 少シミ 函テープ補修有　　昭和 51年

￥1,500（税別）
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968 あかちゃんはどこ
B4（12 枚 1組）美しい心シリーズ：作品番号 779　作：神沢利子／画：田中槙子　童心社
少ヤケ 函貼込 函テープ補修有　　昭和 51年

￥3,500（税別）

969 まねっここざる
B4（8枚 1組）ポッポシリーズ　文：福島 のり子／案・画：富永秀夫　教育画劇
 少ヤケ 少シミ 函記名 函テープ補修有　　昭和 51年

￥3,000（税別）

970 てんからおだんご
B4（12 枚 1組）美しい心シリーズ：作品番号 783　高橋五山
脚本：堀尾 青史／画：金沢 佑光　童心社　　印 少ヤケ 函貼込跡　　昭和 51年

￥3,500（税別）

971 はちかつぎひめ
B4（12 枚 1組）日本むかしばなし　NHKサービスセンター　文：伊藤海彦／画：瀬戸口昌子
少ヤケ　　昭和 52年

￥2,000（税別）

972 ハーメルンのふえふき
後編　B4（12 枚 1組）ドイツ伝説より　美しい心シリーズ：作品番号 793
脚本：稲庭桂子・堀尾青史／画：箕田源二郎　童心社
少ヤケ 少シミ 函貼込跡　　昭和 52年

￥3,000（税別）

973 山をせおった大おとこ
B4（12 枚 1組）作：はやし たかし／画：池田 仙三郎　教育画劇
少ヤケ 少シミ 函記名 函テープ補修有　　昭和 52年

￥3,000（税別）

974 ふたりになったおかあさん
B4（12 枚 1組）よいこの十二か月：作品番号 820　脚本：上地 ちづ子／画：月田孝吉
少ヤケ 函テープ補修有　　昭和 52年

￥3,000（税別）

975 ちいさなあかいセーター
B4（12 枚 1組）美しい心シリーズ：作品番号 821　マックリーン
脚本：八木田宣子／画：菊池道子　童心社
少ヤケ 函テープ補修有　　昭和 52年

￥3,500（税別）

976 けんぼうとちゅうしゃ
B4（12 枚 1組）作：柳瀬由里子／画：野々口重　教育画劇
少ヤケ シミ 少ムレ 函記名 函テープ補修有　　昭和 52年

￥3,000（税別）

977 まこちゃんごはんですよ
B4（12 枚 1組）ひよこシリーズ：作品番号 592　カプチキャン
脚本：小林純一／画：久保雅勇　童心社
少ヤケ 函書込 函貼込　　昭和 52年

￥2,000（税別）

978 ゆくぞこたろうあらしをこえて
前編　B4（12 枚 1組）美しい心シリーズ：作品番号 861
作：堀尾 青史／画：田代 三善　童心社
函テープ補修有　　昭和 53年

￥3,500（税別）

979 トロイのもくば
B4（12 枚 1組）作：石川光男／画：帆足次郎　教育画劇
少ヤケ 少シミ 函記名 函テープ補修有　　昭和 53年

￥3,000（税別）

980 おともだちいっぱい
B4（12 枚 1組）あたらしい行事紙芝居 第 1集：入園式　作：いしばし しずこ／画：石橋 三宣
教育画劇　　印 少ヤケ 少汚 函テープ補修有　　昭和 54年

￥1,000（税別）
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981 一ねんに一どは
B4（12 枚 1組）作：福島 のり子／画：奥田怜子　教育画劇
少ヤケ 函記名 函テープ補修有　　昭和 54年

￥3,000（税別）

982 しんごうきのおじさんなにしてるの
B4（8枚 1組）こども交通安全紙芝居　作・指導：高杉自子・近藤恵／画：和歌山静子
日本交通安全教育普及協会　　印 少ヤケ 少イタミ 函テープ補修有　　昭和 55年

￥,3000（税別）

983 一つのねがい
B4（12 枚 1組） ひろすけ童話紙芝居全集 2 集　浜田広介　脚色：大川 秀夫／画：野々口重
教育画劇　　少ヤケ 函テープ補修有　　昭和 56年

￥3,000（税別）

984 ノロさんとオムレツ
B4（12 枚 1組）作：林原玉枝／画：なかしま潔　教育画劇
少ヤケ 少イタミ 函記名 函テープ補修有　　昭和 57年

￥3,000（税別）

985 まことくんのじてんしや
B4（12 枚 1組）かみしばい交通安全シリーズ：作品番号 428
作・指導：亀村五郎／画：水沢研　童心社　　少ヤケ 函テープ補修有　　昭和 57年

￥2,000（税別）

986 できたよできたよ
B4（8枚 1組）少年版かみしばい・ひまわりシリーズ：作品番号 1018
脚本：都丸 つや子／画：長島 克夫　童心社　　少ヤケ 少汚 函テープ補修有　　昭和 58年

￥2,000（税別）

987 しずかにしずかに
B4（12 枚 1組）まほうつかいペペとあそぼう・たのしいかずのせかい 3：作品番号 923
脚本・画：まついのりこ　童心社　　少ヤケ 少汚　　昭和 59年

￥2,000（税別）

988 なかまよふえろ
B4（16 枚 1組）まほうつかいペペとあそぼう・たのしいかずのせかい 4：作品番号 924
脚本・画：まつい のりこ　童心社　　少ヤケ 少汚 函テープ補修有　　昭和 59年

￥3,000（税別）

989 きょうりゅうがでたりきえたり
B4（12 枚 1組）作・画：うすい しゅん　教育画劇
少ヤケ 函テープ補修有　　昭和 63年

￥3,000（税別）

990 風の神と子ども  
B4（16 枚 1組）教育紙芝居日本昔ばなし劇場第 2集：3　作画：スタジオUFO　スター社
少ヤケ 函テープ補修有

￥3,000（税別）

991 びんぼう神と福の神
B4（16 枚 1組）教育紙芝居日本昔ばなし劇場第 2集：1　作画：スタジオUFO　スター社
少ヤケ 少折 函テープ補修有

￥3,000（税別）

992 もりのしょうぼうだん
B4（12 枚 1組）日本防火協会監修　　少ヤケ 貼込跡 函貼込

￥3,000（税別）

993 ムーミンのまちにサーカスがやってきた
B4（12 枚 1組）総理府交通安全対策室監修　全日本交通安全協会　　少ヤケ 少イタミ 少シミ

￥3,000（税別）

994 バナナぐみにかばさんがきた
B4（12 枚 1組）バナナぐみシリーズ 1：社会　作：岡信子／画：津田直美　教育画劇
少ヤケ 少シミ 少ムレ 函記名 函テープ補修有　　平成 1年

￥2,000（税別）

995 びっくりだいはつめい
B4（12 枚 1組）きつねのクリーニングや　作：三田村 信行／画：黒岩 章人　教育画劇
少ヤケ 函記名 函テープ補修有　　平成 1年

￥2,000（税別）
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996 ひやっと 3にんぐみ
B4（12 枚 1組）かみしばいこんなとききをつけようネ！：作品番号 1337
脚本：阿部 明子／画：宮下 森　童心社　　少ヤケ 函テープ補修有　　平成 3年

￥2,000（税別）

997 きつねといっしょにひなまつり
B4（12 枚 1組）四季の行事シリーズ：ひなまつり　作：こわせ たまみ／画：相沢 るつ子
教育画劇　　少ヤケ 少ムレ 函記名 函テープ補修有　　平成 5年

￥2,000（税別）


