
    文生書院：紙芝居 在庫一覧

 "Kamishibai", Paper  Theater

 【２０２２年８月 新着】

新入庫  新１～新43（戦前・戦中・街頭 紙芝居）



1

昭和13.11 お問い合わせ info@bunsei.co.jp

2

昭和16.12 お問い合わせ info@bunsei.co.jp

3

昭和16.12 お問い合わせ info@bunsei.co.jp

4

昭和16.5 お問い合わせ info@bunsei.co.jp

日本教育紙芝居協会 （製作）  |  平林 博 （脚本）／籠宮 歌ニ （絵画） [ 日本教育画劇] ¥50,000 [本体]

仏教紙芝居 第３輯 

 内山 憲堂 （作）／丘 紅艸 （画） [ 全甲社紙芝居刊行会] ¥50,000 [本体]

安子の修業  （戦中紙芝居）  

日本教育紙芝居協会作品 ２４８ 

B4 （２０枚１組） 少シミ

B4 （１９枚１組） 少イタミ 少破

B4 （２０枚１組） 印 少イタミ テープ補修有

蓮月尼　（戦中紙芝居）  

日本教育紙芝居協会作品 ２３３ 

日本教育紙芝居協会 （製作）  |  籠手田 美代 （脚本）／白井 勝平 （絵画） [ 日本教育画劇] ¥40,000 [本体]

コネコチャンノオヒガサ （紙芝居）  

日本教育紙芝居協会作品 註文略号１４８ 

日本教育紙芝居協会 （製作）  |  川崎 大治 （脚本）／羽室 邦彦 （絵画） [ 日本教育画劇] ¥25,000 [本体]

成道のお話 （紙芝居）  

B4 （１６枚１組） 印 少イタミ



5

昭和16.7 お問い合わせ info@bunsei.co.jp

6

昭和16.8 お問い合わせ info@bunsei.co.jp

7

昭和16.9 お問い合わせ info@bunsei.co.jp

8

昭和17.12 お問い合わせ info@bunsei.co.jp

青蛙ピヨン吉 （戦中紙芝居）  

B4 （２４枚１組・挿込２枚） 印 少イタミ

B4 （２４枚１組） 印 少イタミ 少破

 日本教育紙芝居協会 （脚本・製作）／西 正世志 （絵画） [ 日本教育画劇] ¥40,000 [本体]

時計は生きてゐる （戦中紙芝居） 

日本教育紙芝居協会作品 ２０６ 

日本教育紙芝居協会 （製作） 倉光 俊夫 （脚本）／西 正世志 （絵画） [ 日本教育画劇] ¥70,000 [本体]

日本教育紙芝居協会作品 註文略号１２２ 

 日本教育紙芝居協会 （脚本・製作）／西原 比呂志 （絵画） [ 日本教育画劇] ¥35,000 [本体]

乙女橋 （戦中紙芝居）  

逓信省管理局指導（日本教育紙芝居協会 註文略号１９２） 

B4 （２２枚１組）

B4 （２０枚１組） 少シミ

江戸ッ子寅さん （紙芝居）  

日本教育紙芝居協会作品 作品番号２９９ 

日本教育紙芝居協会 （製作） 稲庭 桂子 （脚本）／浦田 重雄 （絵画） [ 日本教育画劇] ¥50,000 [本体]



9

昭和17.12 お問い合わせ info@bunsei.co.jp

10

昭和17.12 お問い合わせ info@bunsei.co.jp

11

昭和17.7 お問い合わせ info@bunsei.co.jp

12

昭和17.9 お問い合わせ info@bunsei.co.jp

日本教育紙芝居協会作品 作品番号３４４ 

工藤 久一 （原作） 高橋 悦子 （脚本）／宇田川 種治 （絵画） [ 日本教育画劇] ¥60,000 [本体]

谷干城夫人 （戦中紙芝居）  

日本教育紙芝居協会作品 作品番号３４７ 

とべとべ高く （戦中紙芝居） 

B4 （２２枚１組）

日本教育紙芝居協会 （製作）  |  堀尾 勉 （脚本）／西 正世志 （絵画） [ 日本教育画劇] ¥45,000 [本体]

法典ヶ原の武蔵 （戦中紙芝居） 

日本教育紙芝居協会作品 作品番号３０７ 

日本教育紙芝居協会 （脚色・製作）  |  吉川 英治 （原作）／小谷野 半二 （絵画） [ 日本教育画劇] ¥30,000 [本体]

B4 （２６枚１組） 少イタミ 少シミ

B4 （２２枚１組）

母のおもかげ  （戦中紙芝居）  

日本教育紙芝居協会作品 作品番号３３６ 

逓信省管理局 （指導）／日本教育紙芝居協会 （製作） 神谷 喬太郎 （脚本）／宇田川 種治 （絵画） [ 日本教育画劇] ¥65,000 [本体]

B4 （１８枚１組） 少シミ



13

昭和18.11 お問い合わせ info@bunsei.co.jp

14

昭和18.12 お問い合わせ info@bunsei.co.jp

15

昭和18.12 お問い合わせ info@bunsei.co.jp

16

昭和18.9 お問い合わせ info@bunsei.co.jp

玉砕軍神部隊 （戦中紙芝居）  

陸軍省報道部推薦・情報局委嘱作品（日本教育紙芝居協会作品 作品番号４２６） 

日本教育紙芝居協会 （製作）  |  北島 英作 （脚本）／西 正世志 （絵画） [ 日本教育画劇] ¥80,000 [本体]

進水式 （戦中紙芝居）  

情報局委嘱作品（日本教育紙芝居協会作品 作品番号４２５） 

B4 （２０枚１組） 少イタミ

B4 （２０枚１組） 少イタミ

英霊に応ふ （戦中紙芝居）  

軍人援護思想普及画劇：軍事保護院・恩賜財団軍人援護会選定 

 安倍 季雄 （作）／富永 謙太郎 （画） [ 大日本画劇 （製作・発行）] ¥85,000 [本体]

日本教育紙芝居協会 （製作）  |  納富 康之 （脚本）／小谷野 半二 （絵画） [ 日本教育画劇] ¥50,000 [本体]

爪文字 （戦中紙芝居）  

陸軍省報道部推薦（日本教育紙芝居協会作品 作品番号 ４２７） 

松永 健哉／文化奉公会 （脚本）  |  野々口 重 （絵画）／日本教育紙芝居協会 （製作） [ 日本教育画劇] ¥55,000 [本体]

B4 （２０枚１組） 少イタミ

B4 （２０枚１組） 少イタミ



17

昭和19.5 お問い合わせ info@bunsei.co.jp

18

昭和24.6-24.12 お問い合わせ info@bunsei.co.jp

19

昭和30.9 お問い合わせ info@bunsei.co.jp

20

昭和31.10 お問い合わせ info@bunsei.co.jp

 ツカダ キタロー （作）／鹿目 尚志 （画） [ 教画出版] ¥2,500 [本体]

みっちーのパトロール （紙芝居）  

幼児テキスト紙芝居全集 １２ 

 加東 てい象 [ 教育画劇] ¥5,000 [本体]

ＪＥＳＵＳ ＣＨＲＩＳＴ 

小谷野 半二／平沢 定人 （画）  |  関屋 友彦 [ 基督教紙芝居協会] ¥20,000 [本体]

くりもち （紙芝居）  

童話教育教画シリーズ 第２集（５） 

富士見ゆる丘 （戦中紙芝居） 

日本教育紙芝居協会作品 作品番号４３７ 

日本教育紙芝居協会 （製作）  |  永村 貞子 （作）／羽室 邦彦 （絵画） [ 日本教育画劇] ¥55,000 [本体]

イエスキリスト （紙芝居） （英文併記）  

B4 （２０枚１組）

B4 上・下巻（各１６枚１組：計３２枚） 少イタミ

B4 （１２枚１組） 少イタミ

B4 （１２枚１組） 少イタミ 少汚



21

昭和31.6 お問い合わせ info@bunsei.co.jp

22

お問い合わせ info@bunsei.co.jp

23

お問い合わせ info@bunsei.co.jp

24

お問い合わせ info@bunsei.co.jp

くろちゃんあおちゃん （紙芝居）  

幼児教育紙芝居選集カリキュラム篇 ３（梅雨期の野外観察）：作品番号３－３ 

 幼児教育紙芝居研究会 （編）／立野 保之介 （画） [ 東京画劇社] ¥4,000 [本体]

B4 （１０枚１組） 少イタミ 少シミ 少破

B4 ６７（１０枚１組） 審査済印 少イタミ

ゴゥルド・タイガー編 

 有沢 史郎 （作）／野田 新太郎 （画） [ 富士会] ¥85,000 [本体]

新ジャングルボーイ （街頭紙芝居）  

ゴゥルド・タイガー編 

新ジャングルボーイ （街頭紙芝居）  

ゴゥルド・タイガー編 

 有沢 史郎 （作）／野田 新太郎 （画） [ 富士会] ¥85,000 [本体]

新ジャングルボーイ （街頭紙芝居）  

B4 ６８（１０枚１組） 審査済印 少イタミ

 有沢 史郎 （作）／野田 新太郎 （画） [ 富士会] ¥85,000 [本体]

B4 ６９（１０枚１組） 審査済印 少イタミ



25

お問い合わせ info@bunsei.co.jp

26

お問い合わせ info@bunsei.co.jp

27

お問い合わせ info@bunsei.co.jp

28

お問い合わせ info@bunsei.co.jp

新ジャングルボーイ （街頭紙芝居）  

ゴゥルド・タイガー編 

 有沢 史郎 （作）／野田 新太郎 （画） [ 富士会] ¥85,000 [本体]

B4 ７０（１０枚１組） 審査済印 少イタミ

ひょうたん万平 （街頭紙芝居） 

 

 幸朗 （作線）／五郎 （彩色） [ 画劇文化社] ¥70,000 [本体]

ひょうたん万平 （街頭紙芝居） 

新ジャングルボーイ （街頭紙芝居）  

ゴゥルド・タイガー編 

 有沢 史郎 （作）／野田 新太郎 （画） [ 富士会] ¥85,000 [本体]

B4 ７１（１０枚１組） 審査済印 少イタミ

B4 ２２（１１枚１組） 審査済印 少イタミ

 

 幸朗 （作線）／五郎 （彩色） [ 画劇文化社] ¥70,000 [本体]

B4 ２３（１１枚１組） 審査済印 少イタミ



29

お問い合わせ info@bunsei.co.jp

30

お問い合わせ info@bunsei.co.jp

31

お問い合わせ info@bunsei.co.jp

32

お問い合わせ info@bunsei.co.jp

ひょうたん万平 （街頭紙芝居） 

 

B4 ２４（１１枚１組） 審査済印 少イタミ

とんてんかん （街頭紙芝居）  

かっぱ珍国 

 幸朗 （作画） [ 画劇文化社] ¥85,000 [本体]

 幸朗 （作線）／五郎 （彩色） [ 画劇文化社] ¥70,000 [本体]

とんてんかん （街頭紙芝居）  

かっぱ珍国 

 幸朗 （作画） [ 画劇文化社] ¥85,000 [本体]

B4 ３（１１枚１組） 審査済印 少イタミ

B4 ２０（１１枚１組） 審査済印 少イタミ

とんてんかん （街頭紙芝居）  

かっぱ珍国 

 幸朗 （作画） [ 画劇文化社] ¥85,000 [本体]

B4 ２１（１１枚１組） 審査済印 少イタミ



33

お問い合わせ info@bunsei.co.jp

34

お問い合わせ info@bunsei.co.jp

35

お問い合わせ info@bunsei.co.jp

36

お問い合わせ info@bunsei.co.jp

¥120,000 [本体]

少年コンゴオ （街頭紙芝居） 

 

 ゆたか （作）／しげる （画） [ 神港画劇協会] ¥120,000 [本体]

かっぱ珍国 

 幸朗 （作画） [ 画劇文化社] ¥85,000 [本体]

少年コンゴオ （街頭紙芝居） 

 

B4 ２２（１１枚１組） 審査済印 少イタミ

B4 ３１２（１０枚１組） 審査済印 少イタミ

B4 ３１３（１０枚１組） 審査済印 少イタミ 少書込

B4 ３１６（１０枚１組） 審査済印 少イタミ

 神港画劇協会 [ ]

とんてんかん （街頭紙芝居）  

少年コンゴオ （街頭紙芝居） 

 

 ゆたか （作）／しげる （画） [ 神港画劇協会] ¥120,000 [本体]



37

お問い合わせ info@bunsei.co.jp

38

お問い合わせ info@bunsei.co.jp

39

お問い合わせ info@bunsei.co.jp

40

お問い合わせ info@bunsei.co.jp

B4 ３１７（１０枚１組） 審査済印 少イタミ

B4 ３１８（１０枚１組） 審査済印 少イタミ

少年コンゴオ （街頭紙芝居） 

 

 ゆたか （作）／しげる （画） [ 神港画劇協会] ¥120,000 [本体]

少年コンゴオ （街頭紙芝居） 

 

 ゆたか （作）／しげる （画） [ 神港画劇協会] ¥120,000 [本体]

少年コンゴオ （街頭紙芝居） 

 

 ゆたか （作）／しげる （画） [ 神港画劇協会] ¥120,000 [本体]

少年コンゴオ （街頭紙芝居） 

 

 ゆたか （作）／しげる （画） [ 神港画劇協会] ¥120,000 [本体]

B4 ３２１（１０枚１組） 審査済印 少イタミ

B4 ３２３（１０枚１組） 審査済印 少イタミ



41

お問い合わせ info@bunsei.co.jp

42

お問い合わせ info@bunsei.co.jp

43

お問い合わせ info@bunsei.co.jp

B4 ５２（１０枚１組） 審査済印 少イタミ

B4 ５３（１０枚１組） 審査済印 少イタミ

密林魔王 （街頭紙芝居）  

冒険大活劇 

 赤坂 やすを （作）／富士野 健児 （線彩） [ 富士会] ¥80,000 [本体]

冒険大活劇 

 赤坂 やすを （作）／富士野 健児 （線彩） [ 富士会] ¥80,000 [本体]

B4 ５４（１０枚１組） 審査済印 少イタミ

密林魔王 （街頭紙芝居）  

冒険大活劇 

 赤坂 やすを （作）／富士野 健児 （線彩） [ 富士会] ¥80,000 [本体]

密林魔王 （街頭紙芝居）  


