
2 

 

 

 

50 年-100 年以上前の絵本です。愛書家、古書店が引き継いできた本をお届けします。ドイツ語の文字や絵はこ

よなく美しい。解釈の誤り、スペルミス、など、ご海容・ご指導ください。Sorry for mistake in Germany.   

    

A-01 

ドイツ語版 Für Gross 

und Klein（すべての年

齢のため）Zwölf neue 

Skizzenblätter(12 枚の

新しいスケッチ） 

Ｍａｒｉｅ Ｇａｌｌｅ 

布貼りポートフォリオ（ケース）つき 少年少女

を描いたプレート（天地 30.8 ㎝×左右 23.3 ㎝）

が 12 葉 ケース少イタミ 

Druck und Verlag von Franz Ebhardt,Berlin 

1880

年頃 
¥14,000 

     

A-02 

ドイツ語版 型抜き絵本 

Vom Osterhäschen（イース

ターバニー）Ein lustig 

Späßchen Formbilderbuch 

Nr. 123. 

 

20P 天地 最長部分が 30 ㎝ほど 春が来て喜

びに包まれた人や動物たち・・・。7P にカラーイ

ラスト入り 上はし少イタミあれど保存良好 

Verlag von O.J.Schreiber, Esslingen 

1900

年 
品切 

   

A-03 

ドイツ語版 Der 

kleine König(小さ

な王様） 

文・Fritz von Ostini

（フリッツ・フォン・オ

ステイーニ）  

画・Hanns Pellar 

ハードカバー 天地 26.8 ㎝×左右 29.8 ㎝ 背ク

ロス装 豪華な金を含む 12 色で慎重に印刷さ

れたリトグラフ 12 点。金のヘビをめぐる物語。

あとからミュンヘンのジャーナリスト・ライターの

1909

年？ 
¥24,000 

A  ドイツ語版ほか洋書絵本 スイス、ウィーン各所にて蒐書しました 

Ninion  

Ｄ 絵本  明治から  ※記載なきもの初版 
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（ハンス・ペラル） Ｆｒｉｔｚが文章をつけたそうです。「オズボーン・コ

レクション」に復刻本が収録されている絵本の

原書。イラスト 1 点、切れ目直し 少イタミ 

Georg W Dietrich,München 

    

A-04 

ドイツ語版 Sang und 

Klang fürs Kinderherz

（子どものための唄と

音楽）Eine Sammlung 

der schönsten 

Kinderlieder（最も美し

い童謡のコレクション） 

編・Engelbert 

Humperdinck 

画・Paul Hey 

ハードカバー カバー（ダストジャケット）つき！

(そのため本体表紙は、ほぼ出版当時のまま）

70P ほど 天地 30 ㎝×左右 23 ㎝ 童謡 44 曲

（ピアノ譜）がイラストと一体化した構成。1 ペー

ジ大のイラストも含み、譜面も含めビジュアル

が美しい。1916 年の献呈署名入り 62P 裏にも

1916 年の献呈署名入り（なぜか天地逆さに）の

ど、きれいに直し Neufeld & Henius.Berlin 

1909

年 
 品切 

   

A-05 

ドイツ語版 Das 

Mäuschen im 

Dornröschenschloss 

(小ねずみ、眠れる森

の美女のお城へ） 

Gerdy Strieber  

画・E.O.Bercht 

ペーパーバック 20P 天地 25 ㎝×左右

20.5 ㎝ ねずみのお嬢さんがお城へ出か

けたところ、なぜか誰も彼も眠ってい

て・・・。一部手彩色？(色ぬり？)版元不明 

1910

年頃 
¥4,500 

    

A-06 
ドイツ語版 

Boecklin Bonus 

文・Beate 

Bonus  

20P 天地 30.5 ㎝×左右 23.5 ㎝ カーロ・ボックリン

（画家、建築家、グラフィックアーティスト） は、スイス

1911

年 
品切 
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Kasperl 

Bilder-Buecher

（ボックリンとボ

ーナスの パン

チ絵本）Ⅲ 

画・Carlo 

Böcklin(187

0 年-1934

年)  

編・Friedrich 

Michael 

Schiele

（1867 年

-1913 年） 

の建築家・画家 Arnold Böcklin（アーノルド・ボックリン）

の息子でバーゼル生まれ。チューリッヒで学んだの

ち、主にフィレンツェで暮らし、人形劇の仕事をしてい

ました。そこで、人形劇の歌詞を書いたベアテ・ボーナ

スと出会います。奇想天外な人形劇の絵本が4冊作ら

れ、そのうちの 3 冊め。ワニと男の話。本のすみずみ

までアーティスティックで、遊び心たっぷり。表紙にバ

ーゼルの会社の小スタンプ 奥付欄外にバーゼルの

書店シール Gebauer-Schwetschke Halle aS Halle  

    

A-07 

ドイツ語版 

Eins, zwei, drei 

（１、2、3） 

Wie unser Kind 

rechnet 

 

ハードカバー 28P 天地 29.7 ㎝×左右 22.5 ㎝ 子ども

が数字を楽しく覚えるための絵本。文字も絵のように美

しく、ページに溶け込んでいますね。画家の名前がノ

ン・クレジットなのは、後世の私たちから見ても惜しいこ

とだと思います。左ページはブランクページ 表紙の

角、表面少はがれ 綴じ少ゆるみ のど、きれいに直し

Verlag Otto Maier O.J. ,Ravensburg 

1911

年 
¥40,000 

 

  

A-08 

ドイツ語 Buchstaben 

Setzkas für Leseübungen 

von Lehrer Josef Weber（ジ

ョセフ・ウェバーによる 読

み取りを学ぶための文字入

りケース） 

 

天地 13.4 ㎝×左右 30.4 ㎝×厚さ 3.5 ㎝ほど 子供

が文字を楽しみながら覚えるための文字カードが

整然と並びます。カードの裏面には異なる書体

が。機能的で、無駄のない美しく造り。 

函スレ カードは完全揃いでないにしてもかなりの

質量、保存状態良好 

1910

年代 
 品切 
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A-09 

ハンガリー語

版 

Csoda-Album

（ワンダー・ア

ルバム） 

編・Szini Gyula   

原作・Hans 

Christian 

Andersen（ハン

ス・クリスチャン・

アンデルセン） 

画・Heinrich 

Lefler（ハインリ

ヒ・レフラー）

Josef Urban（ヨゼ

フ・アーバン）ほ

か 

ハードカバー 140P ほど 天地 30.2 ㎝×左右 25

㎝ 金箔押し Heinrich Lefler（1863 年-1919 年）

は、オーストリアの画家、グラフィック・アーティス

ト、舞台デザイナー。弟の Joseph Urban (1872 年

-1933 年）はオーストリア系アメリカ人の建築家、イ

ラストレーター、デザイナーで、アメリカでアールデ

コ様式の建築を手がけた創始者のひとり。もとは、

“Andersen Kalender 1911 Zwölf Märchen”（アン

デルセン・カレンダー1911 12 の物語“のため描

かれた美しいイラスト 12 枚がベース。さまざまな作

家らによる計18 編のお話、異なる画家の1-3 色の

イラストを加えて 1 冊の本として編んだ本のようで

す。角僅かにスレ A Pesti Napló Kiadás,Budapest 

1911

年 
 品切 

   

A-10 

ドイツ語版 

Csoda-Albu

m（ワンダー・

アルバム） 

サンプル版 

原作・Hans 

Christian 

Andersen（ハン

ス・クリスチャン・

アンデルセン） 

画・Heinrich 

Lefler（ハインリ

ヒ・レフラー）

Josef Urban（ヨゼ

フ・アーバン） 

ハードカバー 22P 天地 30.5 ㎝×左右 26 ㎝ 上の

本のドイツ語版ですが、書名は記されていません。9

見開きありますが、最初の見開きはなぜか左ページ

は飾り罫のみで中はブランク。次の見開きからは左

ページはドイツ語の文章、右ページはイラスト。Die 

Nachtigall(ナイチンゲール)Das Märchen vom 

Paradies（楽園の物語）Der Fliegende Koffer（空飛ぶ

カバン）Der Schweinehirt（豚飼い）Die Wilden 

Schwäne（野の白鳥）Die Prinzessin auf der Erbse

（王女とエンドウ豆）Die Schneekönigin（雪の女王）

Das Meerfräulein（人魚姫）と続きます。どういうもの

なのか聞いてみたところ、ドイツ語版を作るためのサ

ンプル版（校正刷り）として作られた本だというのが、

ウィーンの古書店主の説明。なぜこのようなものが

現存したのか・・・、かなりの珍品ではあるでしょう。 

1911

年 
¥65,000 
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A-11 

ドイツ語版 

Bilderbuch(絵

本） 

ミュンヘンの教

授ヘルマン・カ

ウルバッハに

よる絵画、芸

術家の肖像画

45 点 

文・Adelheid 

Stier 

画・Hermann 

Kaulbach

（1846 年

-1909 年） 

ハードカバー 74P ほど 天地 28 ㎝×左右 21.3 ㎝ ド

イツの著名な画家による絵本。美しい活字（こんもり立

体的）に、45 点の素晴らしいビジュアル。見開きいっぱ

いに広がる作品、一部カラーも含む。よく見ると、作品 1

点 1 点、その多くに Copyright 1900 by Franz 

Hanfstaengl in München（フランス・ハンフステングル

（1804 年―1877 年 著名な画家、リトグラフ、カメラマ

ン）といった、いわば刷り師のクレジットが入っていま

す。初版は 1906 年。41000 部から 48000 部の記載あ

り。少スレ のど、きれいに補修 Union Deutsche 

Verlagsgesellschaft  in Stuttgart,Berlin,Leipzig 

1913

年 
品切 

    

A-12 

ドイツ語版 

Peterchens 

Mondfahrt（ピ

ーターとアンネ

リ、月への旅） 

Gerdt Von 

Bassewitz 

画・Hans 

Baluschek 

第 23 版。ハードカバー 100P ほど 天地 24.5 ㎝×左

右 17.7 ㎝ 背クロス装。今日まで読み継がれている、ド

イツ児童文学の古典。ドイツ人作家・劇作家 Gerdt von 

Bassewitz によるおとぎ話。1912 年、ライプツィヒで演劇

として初めて公開され、1915 年、ハンス・バルーセック

絵による児童書として出版されました。ピーターと妹ア

ンネイは、幻想的でスリリングな夜の冒険を重ねていく

ことになります。初版は 1915 年。１ページ大のカラーイ

ラスト 7 点。Pallas Verlag Salzburg 

1915

年？ 
 品切 

    

A-13 
ドイツ語版  

Der deutsche 

編・Ernst 

Weber 

ペーパーバック 70P ほど 天地 20.5 ㎝×左右 16.2 ㎝

巻末広告によれば 36 冊ある”Der deutsche Spielmann

1903

年 
 品切 

↑

見
返
し
の
片
面 
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Spielmann（ド

イツの吟遊詩

人）Band 1: 

Kindheit(幼

少） 

画・Ernst 

Kreidolf（エル

ンスト・クライド

ルフ 1863 年

-1956 年） 

（ドイツの吟遊詩人）”シリーズの 1 冊め。さまざまな詩

人の作品を収録しています。ＥＫサインの作品のほ

か、ＭＲＣ(?)とサインが入ったものもあります。 

Verlag des deutschen Spielmanns Georg D. W. 

Callwey,München 

    

A-14 

ドイツ語版 

Schwätzchen  

für Kinder(子

どものための

おしゃべり) 

詩・画 Ernst 

Kreidolf（エル

ンスト・クライド

ルフ 1863 年

-1956 年） 

第 2 版 24P  天地 30 ㎝×左右 23.8 ㎝。初版は 1903

年。クライドルフ 40 歳の頃の作品。Um Fenster（窓ま

わり）、Im Freien（屋外）などの詩とイラスト。 

表紙・背スレ 綴じ糸少ゆるみ 

Verlag Schafstein & Co., Cöln 

1920

年 
¥48,000 

   

A-15 

ドイツ語版 

Sommervögel 

(ちょうちょ） 

Ernst Kreidolf

（エルンスト・

クライドルフ 

1863 年-1956

年） 

第 2 版 天地 25.5 ㎝×左右 34 ㎝ カブトムシ、バッタ、

蝶・・・色とりどりの虫や植物を通して描く、夏の物語

16 篇 美本！ 表紙に僅かにシミがあるものの、ほぼ

出版当時のままと思われるような保存状態。初版は

1908 年。”6tes bis 11ts Tausend”という文字が扉にあ

り、6000 部から 11000 部という意味のようです。2 版が

造られるまでにこれほどの年月を要したのですね 

Verlag von H.Schaffstein,Köln 

1921

年 
¥90,000 

   

A-16 

ドイツ語版 

Sprechende 

Tiere（しゃべ

Carl 

Reinhardt（カ

ール・ラインハ

第 33 版 ハードカバー 40P カラー18 点（左ページは

ブランクページ）背クロス装。愚かなアヒル、詮索好き

なツバメ、頑固なハト、生意気な雀、臆病なウサギな

1920

年 
 品切 
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る動物） ルト 1818 年

-1877 年） 

ど。カール・ラインハルトはドイツの作家、画家、風刺

画家。扉の欄外に書店スタンプ シミ ヤケ 少イタミ 

Konrad W. Mecklenburg,Berlin 

    

A-17 

ドイツ語版

Holdeguck und 

Dieterwackl: 

Die Reise ins 

Wunderland(不

思議の国への

旅） 

Hans Reiser 

画・Bruno 

Goldschmitt 

(1881 年

-1964 年） 

ハードカバー 大判 天地 30.8 ㎝×左右 25.5 ㎝ 都会っ

子のふたりの少年が冒険の旅に出ます。山へ登り、虹

を渡り、動物の王国へ、天上の国へ、巨人のもとへ・・・

ドキドキワクワクの壮大な冒険。画家は、フレスコ画、グ

ラフィックアート、木の彫刻、リトグラフなどを手掛け、壁

画など大きな作品も残しています。献呈書き込み スレ 

欄外切れ直し 僅かに小さく薄く色ぬりあと  

Walter Seifert,Verlag/Stuttgart-Heilbronn 

1921

年 
 品切 

    

A-18 

ドイツ語版 

Fröhliche 

Kindheit(幸せ

な子ども時

代） 

Fritz von 

Ostini   

画・Ludwig 

von 

Zumbusch 

ハードカバー 50P 天地 31.5 ㎝×左右 27.7 ㎝ 限定 200

部の 15 番 Zumbusch の署名入り 部分的に羊皮紙を使

った装丁 Ludwig von Zumbusch（1861 年-1927 年）は、ド

イツのグラフィック・アーティスト、画家。19 世紀末、ミュン

ヘンで始まった芸術運動ユーゲント・シュティールの一グ

ループ”ミュンヘン分離派”に属していました。詩が 10 篇、

それぞれに別刷りカラーイラスト 1 点ずつ（うち 1 点は見開

き大に渡るサイズ）アートブックのような凝った造本 

Georg W. Dietrich,München 

1921

年 
¥45,000 

   

A-19 
ドイツ語版 Die guten 

Meister des deutschen 

編・Oskar Lang 

画・Alfred 

ペーパーバック 68P 天地 26.4 ㎝×左右 

たくさんの詩に、1 色のイラストが 100 点以

1921

年 
 品切 
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Hauses(ドイツの家の良

い主人） 

Rethel, Ludwig 

Richter ほか 

上 ややイタミ ヤケシミ Der Gelbe Verlag 

Dachau 

   

A-20 

ドイツ語版 

Gartenlaube–

Bilderbuch, 

der deutschen 

Jugend 

gewidmet(西

洋風あずま屋

ガゼボの絵

本） 

 

ハードカバー 101000 部ー110000 部。カラー多数。1

色イラストも多数。長く愛され、イタミもありますが、たく

さん詩やお話が詰まっていて、Hellmut Eichrodt(ヘル

マット・エイックロード)、Caspari（カスパリ）、E.Kreidolf

（クライドルフ）など、さまざまな画家による、さまざまな

イラストを楽しむことができます。巻末に譜面。表紙少

ヨゴレ 見返しほか角切れ イタミ シミ 角スレ 

P25-28 切れ目補修 Union Deutsche 

Verlagsgesellschaft Stuttgart 

1922

年？ 
品切 

   

A-21 

ドイツ語版 

Prahlhänschen 

oder Das 

Sängerfest bei 

König 

Hängelippe  

文・画 

Johann 

Fabricius（ヨハ

ン・ファブリシ

ウス） 

ハードカバー 28P 天地 29 ㎝×左右 22.5 ㎝ 金箔押

し 冒険もののメルヘンでレアかと。Johan Wigmore 

Fabricius（1899 年- 1981 年）は、オランダ 東インド諸

島生まれの作家、ジャーナリスト。各国で教育を受け、

各国を転々とし、戦争画家としてオーストリア軍に加わ

った経歴も。子どものための本を 60 冊以上出版しまし

た。角スレ Pestalozzi Verlag, Wiesbaden 

1924

年 
¥24,000 

   

A-22 

ドイツ語版 

Ausgewählte 

Gedichte von 

August Kopisch

詩・August Kopisch  

デザイン・画 

Ferdinand 

Andri(1871 年-1956

ハードカバー 100P ほど 天地 14.8 ㎝×左

右 13.9 ㎝。クロス装。挿画本シリーズの 1

冊。Ferdinand Andri はオーストリアの画家、

グラフィックアーティスト。コンパクトな本です

1924

年 
 品切 
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（オーガスト・コビ

ーシュ詩画集）

Gerlach's 

Jugendbücherei 13 

年） が、見開きをめくるたび唸らされる面白さ。

Deutscher Verlag für Jugend und Volk, Wien 

   

A-23 

ドイツ語版 

Allerlei 

Hopsasa（あら

ゆる種類の

Hopsasa） 

詩・Adolf Holst 

画・Else 

Wenz-Vietor(188

2 年-1973 年） 

第 4 版 ハードカバー 40P 天地 29.3 ㎝×左右 22.3

㎝ 25 篇の詩。素晴らしいイラストを手掛けたのは、

多数の絵本を残し、1920 年代 30 年代もっともよく知

られた、ドイツの女流画家(A-71も参照)。13000 部―

16000 部のクレジットがあります。スレ イタミ シミ 

少角オレ 少切れ目 Alfred Hahn Verlag,Leipzig 

1925

年？ 
¥18,000 

    

A-24 

ドイツ語版 

Papier-Schneide

- und 

Klebearbeiten

（紙、カッティン

グ、そして接着） 

Franz 

Cizek（フラ

ンツ・チゼッ

ク（1865 年- 

1846 年） 

第 3 版。帙つき 32P 天地 30 ㎝×左右 25.3 ㎝のモノ

クロ作品集＆解説＋カラープレート 24 枚。美術教育の

パイオニオ フランチ・チゼック。ライトメリッツ（ボヘミ

ア）からウイーンにやってきたのは、1885 年のこと。チ

ゼックはウイーンで、彼の美術アカデミーの近くに、子

どもたちのための私設美術教室を創立。この学校は

1906 年、美術工芸学校（今日の応用芸術大学）に統合

され、1910 年「ユーゲントクンストクラッセ（青少年美術

教室）」と名付けられました。チゼックは 1937 年までこ

のクラスを担当しました。子どもの感情、個性、内面に

ある自由への欲求、表現意欲、自主性を十分に理解

し、促進させる教育メソッドでした。素晴らしい作品が多

数生まれ、絵本も誕生し、世界中で認められるようにな

りました。本書は、ユーゲントクンストクラッセに参加し

た青少年による素晴らしい作品集です。帙少スレ、イタ

ミ Kunstverlag Anton Schroll&Co.Wien 

1925

年 
 品切 
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A-25 

ドイツ語版 

Karlchens 

Reise in der 

Seifenblase

（シャボン玉で

旅を） 

M. Lindberg 

36P 天地 29.7 ㎝×左右 22.5 ㎝ 背クロス装 右ページ

にシャボン玉をかたどったイラスト。月に憧れる Charie

少年。シャボン玉を吹きながら、そのシャボン玉に乗って

宙に舞うさまを想像。月の男に会い、ともに食事をして、

船を漕ぐ。夢のような光景を繊細なタッチで描いた作

品。誰もが心にそっとしまっている子供の頃の憧れ、思

い出を象徴するかのようです。イタミ、シミありますが、

珍しい絵本。Pestalozzi-Verlag,Berlin 

1928

年 
 品切 

      

A-26 

ドイツ語版 

Rosmarin und 

Thymian（ロー

ズマリー、タイ

ム） 

Elsa 

Eisgruber

（エルザ・ア

イスグルー

バー 1887

年ー1968

年） 

ハードカバー 24P 天地 27.3 ㎝×左右 21.3 ㎝ タンポ

ポの綿毛に触れる少女、動植物と触れ合う少女・・・一

目見たら忘れられない絵柄です。ニュルンベルク生まれ

の画家、イラストレーター、彫刻家で、子ども、動植物、

宗教的なテーマを好み、独自の世界を繰り広げました。

Herbert Stuffer, Berlin  

1928

年 
 品切 

A-27 

ドイツ語版 

Rosmarin und 

Thymian（ロー

ズマリー、タイ

ム） 

Elsa 

Eisgruber

（エルザ・ア

イスグルー

バー 1887

年ー1968

年） 

ハードカバー 24P 天地 26.5 ㎝×左右 20.3 ㎝ A-26 と

紙質が大きく異なり、ザラっとした茶色みがかった紙で

す。そして 2 冊を比べてみたところ、絵柄の配置が異な

っており、先の本は本文が右ページから始まりますが、

こちらは本文が左ページから始まっています。ハーバー

ト・スタッファー社が許可したライセンス版として、ライセ

ンス番号の記載があります。Ernst Wunderlich , Leipzig 

1949

年？ 
 品切 
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A-28 

ドイツ語版 

Von Himmel 

und Erde(天

と地と） 

Adolf Holst（ア

ドルフ・ホルス

ト） 

画・Gertrud 

Caspari（ゲル

トルード・カス

パリ 1873 年

―1943 年） 

第 8 版。ハードカバー 40P ほど 天地 29.5 ㎝×左右

22.3 ㎝ 背クロス装 11 編の詩やお話に１ページ大のカ

ラーイラスト 4 点、ほかにカラーイラスト 19 点。カスパリ

は、ドイツを代表する画家。若き頃、寝床で過ごすことも

長かったそう。子ども向けの本を 50 冊以上出版し、教科

書、歌の本などでも活躍。ルートヴィッヒ・リヒターやドイ

ツ 1 枚絵の流れをくんでおり、時代の潮流であった世紀

末美術や藝術運動の影響を受けながら、独自のスタイ

ルを確立した女性。「カスパリ・スタイル」と呼ばれ、その

後の絵本に大きな影響を与えました。この本のように、

作家アドルフ・ホルストと組むことも多かったそうです。

8．Auflage（8 版）29000-32000 部のクレジットがありま

す。スレ、少イタミ Alfred Hahn Verlag,Leipzig 

1920

年

代？ 

品切 

    

A-29 

ドイツ語版 

Anschauungs- und 

Darstellungsbuch(デモン

ストレーションやイラスト

集)Auf dem Lande(田舎

で） 

画・Gertrud 

Caspari（ゲル

トルード・カス

パリ 1873 年

―1943 年） 

第 6 版。23000 部―26000 部。ハードカバー 

32 ㎝×左右 24.5 ㎝ 背クロス装 田舎の町

の光景と、意匠化したグラフィカル。シミ 少

イタミ 少ヨゴレ Alfred Hahn Verlag,Leipzig 

1930

年頃 
¥19,000 
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A-30 

ドイツ語版 

Heidi-heida! Frohe 

Kinderreime(ハイ

ディ・ハイダ ハッ

ピー童謡） 

画・Hans 

Schroedter 

ハードカバー 20P 天地 30 ㎝×左右 21.7 ㎝ 背ク

ロス装 童謡とイラスト(文字も含めビジュアル全般）

の融合。表紙に薄くスタンプ 角スレ EX-IBRIS(蔵

書）スタンプ Jos Scholz,Mainz 

1930

年頃 
¥14,000 

   

A-31 

ドイツ語版 

Kribbel 

Krabbel 

詩・Hans Probst 

画・Karl Storch

（カール・シュト

ルヒ 1868 年

-1955 年） 

第 3 版 30P ほど 天地 32 ㎝×左右 24 ㎝ 大判描き手

は、ヴィルヘルム・ブッシュの影響を受けた漫画家、画

家。ブダペスト（当時、オーストリア・ハンガリー帝国 2

番目の首都）で生まれ、新聞や雑誌の漫画を多数手が

けました。オーストリアではあまり評判にならなかったの

ですが、フランスの雑誌でも活躍しました。20 世紀初頭

は児童書のイラストレーターとして活躍。シミ 綴じ周辺

ややイタミ Braun & Schneider,München 

1911

年 
¥5,500 

    

A-32 

ドイツ語版 

Schnaken 

&Schnurren

（ブヨとごろご

ろ） 

3 冊セット 

Wilhelm 

Busch（ウィ

ルヘルム・

ブッシュ） 

Ⅰは第 23 版、Ⅱは第 17 版、Ⅲは第 16 版 ハードカバ

ー 文と絵のあるページが 31P-33P ほど（左ページはブ

ランクページ）天地 27.5 ㎝×左右 22 ㎝ ”Die Rache Des 

Elefanten”（象の復讐）は、弓矢が刺さった象が、弓を引

いた人間を追いかけて、ワニに食べさせようとしたり、つ

いにはサボテンのトゲの上に落とす といった感じ。人

や動物を題材に、シュールで滑稽な笑いを。言葉がわ

からなくても絵柄でだいたいのニュアンスは伝わってき

ます。Ⅱややシミ、少イタミあれど、概ね良好 

Braun&Schneider, München 

年代

不明 

3 冊

¥17,000 
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A-33 

ドイツ語版 

Schnurrdiburr oder 

Die Bienen 

(Schnurrdiburr または

ミツバチ） 

Wilhelm 

Busch（ウィル

ヘルム・ブッシ

ュ） 

ハードカバー 天地21㎝×左右14㎝ ウィルヘ

ルム・ブッシュは実は養蜂の目利きでもあったと

か。蜂と人にまつわるさまざまな作品を収録し

ています。1 色  Braun&Schneider, München 

1930

年頃 
¥6,000 

A-34 

ドイツ語版 Sechs 

Geschichten für 

Neffen und Nichten（甥

と姪のための ６つの

物語） 

Wilhelm 

Busch（ウィル

ヘルム・ブッシ

ュ） 

ハードカバー 天地 25.5 ㎝×左右 19.5 ㎝ 文字

が読めなくてもイラストが多数なのでストーリー

を想像しやすいです。かなりシュールな笑い 

綴じはしっかりしていますが、シミ、ヨゴレがあり

ます Fr.Bassermann, München 

1941

年 
\5,500 

    

A-35 

ドイツ語版 

Schwarz 

Busch 

Bilderbogen 

ほか 4 冊 

Wilhelm 

Busch（ウ

ィルヘル

ム・ブッシ

ュ） 

ハードカバー 天地 34.5 ㎝×左右 23.5 ㎝ 画像番号

Nro.242 から始まって 248、278、286、291、292、300、301、

308、316、317、325、327、330、342、350、354、361、367、

370、376、387、390、399、405、406、412、425、427、428、

431、432、436、439、443、453、455、465、472、474、477、

485、510、527、528、537、543、549、562、626。見開きごと

に 9 コアから 24 コマほど 日本の愛書家の旧蔵。ヤケシミイ

タミ 僅かに鉛筆あと。同一旧蔵と思われるブッシュの 3 冊

ーDie Kleine Honigdiebe(小さな蜂蜜泥棒）、

Schnaken&Schnurren（ブヨとごろごろ）Ⅱ(13 版)、Ⅲ（10 版）

（3 冊とも自家製本？ イタミあり）をおまけとしておつけしま

す。Braun&Schneider, München 

1900

年？ 

4 冊

\13,000 

   

A-36 
ドイツ語版 Das 

luftige Bilderbuch 
 第 5 版 32P 天地 31.5 ㎝×左右 24.2 ㎝ 動物いっぱ

い、人もいっぱい。とてもわかりやすいユーモア。戦前の

年代

不明 
¥6,500 
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für brave Kinder(良

い子のための 風

遠しの良い絵本） 

かなり古いものと思われ、おそらく多数刷られていると思

われますが、クレジットなし。詳細不明です。シミ 背・角

少イタミ Braun&Schneider, München 

   

A-37 

ドイツ語版 

FIBEL(教科書）

von Heinrich 

Wegmann,Lehrer 

1-4 

Heinrich 

Wegmann,Lehrer 

1は32P ほかは28P 天地20㎝×左右12.7㎝ 表

紙イラストは 4 冊共通。文字もイラストもこんなに美

しい教科書で学ぶ子どもたちが羨ましい。3.4のイラ

ストは 1 色 少ヤケ 少イタミあれど良好  

Verlag der Erziehungs,Direktion Zürich 

1901

年 

4 冊

¥24,000 

    

A-38 

Frühlicht, Wort 

und Bild für die 

junge Welt（初期

の光、若い世界

のための言葉と

画像） 

編・Heinrich Moser

（ハインリッヒ・モー

ザー） 

画・Hans Witzig 

68P 天地 19.9 ㎝×左右 15.4 ㎝ バーゼルの

古書店の話によれば、チューリッヒからバーゼ

ルへ来た大変有名な画家とのこと。アールヌー

ヴォー（ユーゲント・シュティール）の美しいイラ

スト。高学年向きのリーダー（副読本）のような

ものだと思いますが、文字も印刷も美しい 表

紙裏（表 2）と背に数字ほか書き込み Verein 

für Verbreitung guter Schriften,Zürich(優れた

書物を普及させる協会） 

1920

年頃 
¥6,000 

   

A-39 
ドイツ語版 

Zürcher Fibel（チ

Willlibald Klinke 

画・Hans Witzig 

ハードカバー 天地 22.1 ㎝×左右 16.2 ㎝ チュ

ーリッヒからバーゼルへ来た大変有名な画家さ

1915

年 
 品切 
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ューリッヒ入門） んによるイラストがイキイキ。文字も余白すらも

美しい。こんな美しい教科書で学ぶ子どもたち

に羨望さえ感じてしまいます。1922 年の鉛筆書

込 少ヤケ、スレ、イタミ Verlag der 

Erziehgsdirektion,Zürich 

A-40 

ドイツ語版 

Zürcher Fibel（チ

ューリッヒ入門） 

Willlibald  Klinke  

画・Hans Witzig 

こちらのほうが後版ですが、保存状態は良好。

Verlag der Erziehgsdirektion,Zürich 

1924

年 
品切 

   

A-41 

ドイツ語版 

Schweizer 

Kinderbuch（スイ

スの児童図書） 

Otto von Grevers 

画・Rudolf Münger

（ルドルフ・マンガー 

1862 年-1929 年） 

ハードカバー 120P ほど 天地 22.5 ㎝×左右

15.6 ㎝ 背クロス装 これほど美しい教科書が

あるでしょうか、、、、驚嘆していたら「とても有

名な画家さんです」とバーゼルの古書店で教え

られました。実に素晴らしい・・・ 少シミ 

Verlag von A. Francke,Bern  

1929

年 
 品切 

     

A-42 

ドイツ語版 Der bunte 

Vogel（カラフルな鳥）

Den Kindern des ersten 

Schuljahres（最初の学

年の子どもたち） 

Professor Dr. Ernst 

Schneider（エルンスト・

シュナイダー教授）画・

Emil Cardinaux（エミー

ル・カーディノー 1877

年-1936 年） 

ハードカバー 100P ほど 天地 21.7

㎝×左右 16 ㎝ 背クロス装 後ろ

見返しにポケットつき、文字の練習

表つき Grethlein & Co., Verlag, 

Leipzig und Zürich 

1945

年 
 品切 

   

A-43 
ドイツ語版 Die 

kluge 

V. Gusti 

Bretschneider 

ハードカバー 28P 天地 20.8 ㎝×左右 24.8 ㎝ 

背クロス装 イースターを前に、足を怪我して寝込

1940

年 
¥4,500 
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Osterhäsin(賢いイ

ースターバニー） 

むことになった父ウサギ。息子はあちらこちらを駆

け回って何とかしなければと頑張ります。準備して

あった卵が割れて大変なことになったり・・・ 

裏表紙にラクガキ  kein Impressum 

   

A-44 

ドイツ語版 Froh 

zu sein bedarf es 

wenig !（気の持ち

よう） 

Edith 

Küchler(エ

ディス・クフ

ラー） 

ハードカバー 54P 天地 23.8 ㎝×左右 16.7 ㎝ 背ク

ロス装 表題は、お遊戯（ダンス）しながら唄う曲のタ

イトル。王冠を誰かの頭にかぶせていく遊びで唄う曲

のようです。カラフルな色づかいで少年少女をたくさ

ん描いてあります。表紙角少イタミ  

Verlag Wiener Volksbuchhandlung 

1945

年? 
¥6,000 

  

A-45 

ドイツ語版  

仕掛け絵本 

Schneewittchen 

(白雪姫） 

文・Martha Strachwitz 

画・Hilde Langen  

Lithographie und Druck 

vom Art. Institut Orell 

Füssli AG Zürich 

白地に金のエンボスの表紙。カラー画が 12

点(1 点は 2 ページ分ワイドの横長）、そのう

ち 6 点に可動部分があります。小人 7 人の

食事シーンは、7 人それぞれが動きます。

可動部のパーツが揃ったものは珍しいと、

バーゼルの古書店店主が話していました。

ほかに 1 色イラスト多数  

Dornach "Zu den sieben Zwergen" 

1947

年 
 品切 

  

A-46 

ドイツ語版 Der 

Waldschmied 

(金細工） 

Robert Maria Domer 

画・Bertl Pilch 

ハードカバー 24P 天地 27 ㎝×左右 20.7 ㎝ 

若い男女ふたりが、森で不思議なおじいさん

に出会って・・・Amandus-Edition,Wien 

1947

年 
¥6,000 
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A-47 

ドイツ語版 ABC im 

Zirkus(ABC サーカ

ス）,ein Bilderbuch für 

die Kleinen(子どもの

ための絵本） 

Regina de Vries 

54P 天地 17cm×左右 23 ㎝ 左ページに

は ABC のアルファベットで始まる詩、右ペ

ージはアルファベットがふられたサーカスの

イラスト（フルカラー）。裏表紙に蔵書票 

Wolfsberg-Drucke,Zürich 

1949

年 
 品切 

  

A-48 
ドイツ語版 Kinder 

Reime(子どもの唄） 
作者不明 

厚紙のボード絵本 12P 天地 22.7 ㎝×左右 19.7

㎝ 背クロス装 Wien ohne Verlagsangabe (JSJ)  

1950

年？ 
¥5,500 

   

A-49 

ドイツ語版 Märchen 

fremder Völker(外国の

おとぎ話）Die Bunten 

Waldheim-kinderbücher 

6 冊セット 

画・

Hedwig 

Zum 

Tobel 

函＋6 冊 それぞれ 20P 天地 14.4 ㎝×左右 11.8

㎝ “Die Vogelprinzessin”(鳥の王女 メキシコ）

“Der Neger und die Antilope”（黒人とカモシカ アフ

リカ）“Der Trippel-Trappel-Topf”（リブ Trappel ポッ

ト 北欧）”Das wunderbare Schiff”（すばらしい船 

中国）”Wie die Vögel einen König wählten“(鳥の王

女 マレーシア）”Der Mann aus Stein“（石の男 シ

ベリア）Waldheim-Eberle,Wien 

1951

年 

6 冊

¥8,000 

   

A-50 ドイツ語版 Otto スパイラル綴じ 天地 30 ㎝×左右 38 ㎝の大判 スウエー 1959 ¥5,500 
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Märchen aus 

Aller Welt(世

界中のおとぎ

話） 

Nielsen（デ

ンマーク 

1916 年

-2000 年） 

デン「ニルスのふしぎな旅」、フィンランド「カレワラ」、「ガリ

バー旅行記」、アンデルセン、日本の「月のお姫さま」

（？）、イタリア「ピノキオ」、アラビア、アメリカなど各国のお

話を美しい絵柄で。オットー・ニールセンは旅を愛し、スカ

ンジナビアン航空の旅行ポスターなど美しい作品を多数

手がけています。１ページ大のカラー12 点 ほかにモノク

ロ画多数 表紙少オレすじ、扉の一部スパイラルから少し

はずれ 概ね良好 Scandinavian Airlines System 

年 

   

A-51 

ドイツ語版 

手作り絵本 

Värsli  für 

der Urs（ウル

スのために） 

作者不

明 

24P 天地 15.2 ㎝×左右 21.4 ㎝ 糸綴じ 表紙は切り紙を貼

ってあります。本文の文字はペンで、イラストは鉛筆と色鉛筆

で丁寧にかかれています。母親（父親？）が息子のために作

ったのでしょうか。世界にたった 1 冊の絵本です 

戦

前？ 
¥4,500 

   

A-52 
手作り絵

本 KRIKI 

作者不

明 

ジャバラタイプ 10P 表紙以外は、算数字があるのみで文字はあ

りません。溌溂とした動物たちが元気に描かれています。クレパ

ス、色鉛筆？ お子さんによる力作でしょうか？ 

年代

不明 
 品切 

   

A-53 

ドイツ語版 

手作り絵

本  

作者不

明 

スパイラル綴じ 天地12㎝×左右19㎝ 見開きごとに、片面は詩

らしき文、片面は手描きの絵、花のポストカード、写真など・・・切

り絵も 3 点。”Zum Andenken””Zur Erinnerung”という詩が随所

に。1945 年、46 年、48 年、50 年の日付けが書かれています。文

字もイラストも何通りにも描き分けられ、1 冊の本のような構成 

1950

年？ 
¥6,000 

     

A-54 ドイツ語版 Die 文・Fritz 天地 20.6 ㎝×左右 18.8 ㎝ 背クロス装 オリジ 1950 ¥2,900 
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Häschenschule : ein 

lustiges Bilderbuch

（うさぎ小学校 面

白い絵本） 

Koch-Gotha（フ

リッツ・コッホ・ゴ

ータ） 

画・Albert 

Sixtus(アルベル

ト・ジクストゥス 

1892 年-1960

年） 

ナルは 1924 年 右ページはカラーイラスト(15

点）、左ページに文章と 1 色イラスト 今日から

学校。子うさぎの兄妹は、ワクワクしながら、う

さぎ小学校へ。うさぎ校長先生が食べられる植

物、怖い動物のことなど教えてくれます。ときど

き叱られつつも、みんなで畑に水をやったり、

卵に色をぬったり。学校は楽しい！ 長く読み

継がれているドイツの古典的絵本 鉛筆ラクガ

キ少し Alfred Hahn’s Verlag KG,Hamburg 

年代 

A-55 

フランス語版 

Kaléidoscope(万華

鏡） 

文・画 子どもた

ち 

天地 23.4 ㎝×左右 17.4 ㎝ パラフィン パラフ

ィン（裏表紙部分）に少ラクガキ  

Des Terreaux,Lausanne 

1959

年 
¥2,900 

A-56 

ドイツ語版 Berliner 

Fibel(ベルリン教科

書） 

Frida Neubart 

画・Emmerich 

Huber 

100P ほど 天地 23.5 ㎝×左右 17 ㎝ 背クロス

装 ドイツの子どもたちのためのリーダー（副読

本）。カラー×1 色 表紙・裏表紙の角スレ 後

ろ見返しに僅かにテープはがしあと 僅かに鉛

筆あと Hermann Schroedel Verlag,Hannover 

63

年？ 
¥2,900 

A-57 

ドイツ語版 Alan 

Davie Drawings 

Basel 69（アラン・デ

イヴィー バーゼル

69 年） 

Alan Davie 

天地 20 ㎝×左右 23.7 ㎝ スコットランドの画

家・ミュージシャン Alan Davie（1920 年〜2014

年）の詩画集 自由な発想にあふれるデッサン 

裏表紙少ムレあと 

Gimpel & Hanover Galerie, Zürich 

69 年  品切 

A-58 

ロシア語版 В.В.

ЛЕБЕДЕВ

（V.V.LEBEDEV レ

ベデフ）Как р

убанок с

делал ру

банок（どのよ

うに飛行機が飛行

機を作ったか） 

詩・マルシャーク 

画・レベデフ 

32P 天地 27.8 ㎝×左右 21.7 ㎝ Vladimir 

Lebedev (ウラジーミル・レベデフ レーベジェフ)

は 1891 年、サンクトペテルブルグ生まれ。詩人

サムイル・マルシャークとのコンビで数多くの傑

作絵本を制作し、ロシア絵本黄金時代を築き

上げました。1927 年に出版した絵本の復刻 

解説つき 少スレ 

78 年 ¥4,000 

    

A-59 

ドイツ語版 Molli

（猫のモリー 小さ

な仔猫と小さな男

の子の話） 

Clare Turlay 

Newberry(クレア・

ターレー・ニューベ

リー) 

ハードカバー 天地 24 ㎝×左右 19.3 ㎝ 扉

ほか旧蔵者の刻印 初版”Ｍｉｔｔｅｎｓ”（こねこ

のミトン）は 1936 年、Harper and Brothers,NY

で出版。そのドイツ語版 Jos Scholz,Mainz 

1938

年？ 
¥3,800 

A-60 

ドイツ語版 Im 

Katzenkränzchen 

(猫の花輪で） 

Kurt Stordel  

画・Albert 

Sixtus(アルベル

ト・ジクストゥス 

1892 年-1960 年） 

天地 22.5 ㎝×左右 19.3 ㎝ 背クロス装 オリ

ジナルは 1926 年。右ページはカラーイラスト

(14 点）、左ページに文章と1 色イラスト。献呈

書き込み、59 年の購入日・名前書き込み  

Alfred Hahn’s Verlag KG,Hamburg 

1950

年代 
 品切 
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A-61 

ドイツ語版 Mizzi 

und Strizzi(猫の

Mizzi、Strizzi)Eine 

Katzen-Geschichte

(猫の物語） 

Arnold Burgauer 

画・Nelly 

Burkhalter-Frank 

2 版 ハードカバー 天地 20.5 ㎝×左右 17

㎝ イタズラ盛りのヤンチャ猫 2 匹が、お母さ

んの留守中、川へ遊びにいって大変なこと

に・・・ 背少イタミ Globi-Verlag, Zürich 

61-62

年 
¥3,200 

 

●ウォルター・クレイン＆エドマンド・エヴァンズ  

 

 

 

 

 

 

   

A-62 

英語版 MY 

MOTHER(私のお母さん）

Walter Crane's  Toy 

Books/Routledge's New 

Sixpenny Toy Books ラウ

トリッジ社の新 6 ペンス・ト

イ・ブックス No.103 

文・Ann Taylor（ア

ン・テイラー） 

Walter Crane(ウォ

ルター・クレイン） 

彫版・刷り Edmand 

Evans（エドマンド・

エヴァンズ） 

ペーパーバック 16P（6P はブランクペ

ージ）天地 24.7 ㎝×左右 18.3 ㎝ 木

口木版、多色刷 1 ページ大 6 点＋見

開き 1 点  彫版師・Edmand Evans

のツルマーク入り。アン・テイラーの唄

をテーマにした作品で、当時クレイン

が滞在していたイタリアで制作された

もの。通常の 4 色に肌色を加えた 5 色

刷りだそうです。自分を育ててくれた

母親が次第に年をとっていき、杖をつ

くようになり、やがてベッドに横たわっ

て・・・。綴じ直し（紐綴じ）背ややイタミ 

Geoｒｇe Routledge&Sons ,London 

1873

年 
 品切 

   

「それまでに日本でウォルター・クレインの絵本を見たことはあった。きれいだとは思ったが、研究しようとま

では思わなかった。私が日本で見ていたのは、現代の白いツルツルした紙の上に現代の印刷機械で印刷された復

刻版だった。私の心を捉えたのは、百五十年前の絵本トイブックの中で表現されているウォルター・クレインの

絵だった」「絵を描くアーティストがいるだけでは、絵本は仕上がらない。絵本はあくまでも複製品であり、複製

技術、すなわち印刷の技術を用いて、絵本は製品として誕生する。とすると、絵本の歴史は、印刷技術の歴史で

あるとも言える」（正置友子「イギリス絵本留学滞在記―現代絵本の源流ウォルター・クレインに魅せられて」よ

り）ご一読をお薦めいたします。正置友子さんの講演を拝聴したのが契機となり、ウィーンで初版を探しました。

す。 
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A-63 

英語版 THE THREE 

BEARS(3 匹のクマ）

Walter Crane's  Toy 

Books/Routledge's New 

Sixpenny Toy Books ラウ

トリッジ社の新 6 ペンス・ト

イ・ブックス No.105 

Walter Crane(ウォ

ルター・クレイン） 

彫版・刷り Edmand 

Evans（エドマンド・

エヴァンズ） 

ペーパーバック 16P（6P はブランクペ

ージ） 天地 24.7 ㎝×左右 18.7 ㎝ 木

口木版、多色刷 彫版師・Edmand 

Evans のツルマーク入り 綴じ直し（紐

綴じ）のど、きれいに直し Geoｒｇe 

Routledge&Sons ,London 

1873

年 
 品切 

  

A-64 

英語版 BABY'S OWN 

ALPHABET(幼子自身の

アルファベット）Walter 

Crane's  Toy 

Books/Routledge's New 

Sixpenny Toy Books ラウ

トリッジ社の新 6 ペンス・ト

イ・ブックス No.114 

Walter Crane(ウォ

ルター・クレイン） 

彫版・刷り Edmand 

Evans（エドマンド・

エヴァンズ） 

ペーパーバック 16P（6P はブランクペ

ージ）天地 24.7 ㎝×左右 18.7 ㎝ 木

口木版、多色刷 1 ページ大 6 点＋見

開き 1 点 彫版師・Edmand Evans の

ツルマーク入り。背ややイタミ 綴じ直

し（紐綴じ）Geoｒｇe 

Routledge&Sons ,London 

1875

年 
 品切 

  

A-65 

フランス語版 La 

Belle et la Bête(美

女と野獣）Magasin 

des Petits Enfants 

クレジットな

し（画・

Walter 

Crane ウォ

ルター・クレ

イン） 

ペーパーバック 24P(10P はブランクページ)天地

27 ㎝×左右 23 ㎝ 英国での初版は 1874 年。木口

木版、多色刷 彫版師・Edmand Evans のツルマー

ク入り Librairie Hachette et Cie, Paris 

年代

不明 
 品切 
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A-66 

フランス語版

VOGESEN-BILDER 

10 Zeichnungen（ヴ

ォージュ山脈の絵 

10 点） 

Hansi(アン

ジ 1873 年 

- 1951 年） 

3 版 天地 32.8 ㎝×左右 25.3 ㎝ 帙つき テキスト

はドイツ語、フランス語の併記。アンジはコルマー

ル生まれ。第一次世界大戦の前後に描いた、アル

ザスをモチーフにした絵本で知られる画家。第二次

世界大戦中、フランス愛国主義を作品で貫き続

け、ゲシュタポに睨まれてスイスに亡命しました。

帙の折り目少イタミ 1918 年の献呈書き込み 版

元は？ 

1910

年？ 
 品切 

  

A-67 

フランス語版 

Colinette et 

Crin-Crin（コリネ

ットとクリンクリン） 

Robert Koechlin  

画・Henriette 

Bolle（1885 年

-1957 年） 

ハードカバー 天地 20.2 ㎝×左右 30 ㎝ 50P

強 背クロス装 Colinette という名の人形、

CRIN-CRIN という名の人形の冒険 スレ 製

本イタミ A.Denéréaz-Spengler＆Co.Lausanne 

1913

年 
￥18,000 

   

A-68 

フランス語版 Les 

douze plus belles 

fables du 

monde(世界でもっ

とも美しいお話 12

編） 

Roger Dévigne

（ロジャー・デヴ

ィン 1885 年

-1965 年）André 

Hellé(アンドレ・

エレ 1871 年ｰ

1945 年） 

オリジナル初版は 1931 年。これはその次、1947

年に出版された版。天地24.2㎝×左右19㎝ 表

紙に細かくヘビ、ロバ、ヤギ、ウサギ、人などが

ぎっしり描かれた表紙からして胸躍らせられます

が、中ページにも動物や鳥がたくさん。ギリシ

ャ、ヘブライ、中国などのお話 12 篇。日本の「い

なばの白うさぎ」も含んでいます。背まで含め、コ

ンディション良好 Editions Berger Levrault,Paris 

1947

年 
 品切 

  

A-69 

フランス 

シネの 1

冊 

Siné 

Maurice

（シネ） 

ホッチキス綴じ 40P 天地 12 ㎝×左右 8.8 ㎝ 簡素な造りのミニ本 

フランスの滑稽＆風刺画（カリカチュア）の第一人者として有名なシ

ネ。「シネのねこたち」（1956 年）が有名ですが、反政府的な風刺漫

画、体制批判を続けました。プライベート出版（地下出版）として作っ

たものらしく、お色気たっぷりのイラスト揃い。イタリアの写真家

Paolo Monti がミラノに設立した Fondo Paolo Monti に、これらのイラ

ストが残されています。書名も含め、文字はほぼありません 

1960

年頃 
￥6,500 
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A-70 

オランダ語版  

El Pintor's Reizen 

Wat Hassan 

zag(モロッコの少

年ハッサンの夢) 

El 

Pintor(エ

ル・ピント

ール) 

初版 18P 天地 18.5 ㎝×左右 19.6 ㎝ スパイラル綴

じ １ページ大のカラーイラスト 5 点 ほかに１色イラス

ト多数 El Pintor は、Yacob Kloots(1916 年-1943 年）

とアンナ・ガリンカ・エーレンフェスト（1910 年-1979 年）

のペンネーム。ヤコブはアムステルダムのアートスク

ールで、ロシアのアンナと出会い、1941 年に結婚。ヤ

コブはユダヤ人だったため二人の共同ペンネーム使

って絵本をつくりました。ヤコブは人々のために尽力

し、家を借りたり不法労働者を助けたりします。最初の

本はドイツに輸出され成功。しかし、ふたりが家を購入

した際、ヤコブがユダヤ人であることが発覚し、1943

年 5 月 30 日、ヤコブはライデンで逮捕されます。短い

期間に高い芸術性の絵本を作り出した二人の作品。

イタミやすい造本ながら、少ヤケあるものの良好 

1945

年頃 
 品切 

 

●同一旧蔵者によるコレクション おじいさんのコレクションをお譲りいただきました 

旧蔵者は、昭和 3 年(1928 年)から 4 年頃、生物学の研究のため国費留学生としてベルリンへ。日本に残して

きた幼い子どもたちへのお土産として買った絵本のようです。絵本史に残るような著名な画家による絵本では

ないにしても、選んだ方のお気持ち、当時の作家・画家らの意気込み、子どもの暮らしぶりが感じられます。 

   

A-71 

ドイツ語版 Das 

Schlaraffenland nach Hans 

Sachs（ハンス・ザックスの

楽園） 

詩・Hans Sachs  

画・Else Wenz-Viëtor (1882

年ー1973 年 A-23 も参照） 

ジャバラ式の 16 画面  

Alfred Hans Verlag,Leipzig 

1900

年

頃？ 

 品切 

     

A-72 ドイツ語版 Die Dr. J. Lütje  ハードカバー 28P 天地 26.4 ㎝×左右 20.3 ㎝ 「もじ 年代 ¥6,000 
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Struwwelliese（い

たずらな女の子） 

画 F. 

Maddalena 

ゃもじゃペーター」の女の子版か。人形をいじめた子

が犬に手を噛まれたり、ケーキをつまみ食いした子が

おなかを壊したり、かなりシュール。初版は 1890 年？ 

有名なお話らしく、さまざまな画家によるさまざまな版

が今日まで続いているようです。はしスレ、ヤケ 

Kunstanstalt G. Löwensohn,Fürth i. B.  

不明 

A-73 

ドイツ語版  

Pst! Pst!  Ihr 

Kinderlein, ganz 

still! Mäuschen 

still! Von Hansel 

und Annerl ich 

erzählen will!  

詩・Johannes 

Rudolf 

Pallmann（ヨハ

ネス・ルドル

フ・パルマン） 

画・Hans 

James 

Berthold  

ハードカバー 22P 天地 26.3 ㎝×左右 21.3 ㎝ ”Der 

Sandhaufen”（砂のお城を作る少年少女）、”Besuch 

der Nachbarkinder”(近所の子どもたちを訪問）など子

どもたちの日々を楽しみを描き出した絵本。各見開

き、右ページにカラーイラスト スレ ヤケシミ のど、

きれいに直し 

Verlag Leipziger Graphische Werke A-G,Leipzig 

1930

年？ 
¥5,000 

    

A-74 

ドイツ語版 

Grimm’sche 

Märchen（グリム

童話）

Rotkäppchen und 

Anderes(赤ずきん

ちゃん そのほ

か） 

  

ホッチキス綴じ 32P 天地 26.5 ㎝×左右 18.8

㎝ 表題作のほか、Der Teufel mit den drei 

goldenen Haaren（三本の金髪がある悪魔）Der 

Schneider im Himmel(天国へ行った仕立て屋） 

の 4 篇。カラー1 枚絵 4 点 筆力がある画家さ

んの作品だと思いますが、クレジットはありま

せん スレ ヤケシミ 版元不明 

年代

不明 
 品切 

A-75 

ドイツ語版 

Familie Osterhase

（イースターバニ

ー ファミリー）  

詩・Adolf Holst（ア

ドルフ・ホルスト）

画・Fritz 

Baumgarten（フリッ

ツ・バウムガルテン 

1883 年ー1966 年） 

ハードカバー 20P 天地 20.3 ㎝×左右 24 ㎝ 

ウサギの家族のお話。左ページはブランクペ

ージ カラー8 点 背少イタミ スレ ヤケシミ 

裏表紙少ヨゴレ Verlag A. Anton & Co.Leipzig 

年代

不明 
品切 

   

A-76 

ドイツ語版 

Backe, backe 

Kuchen  

画・Fritz 

Baumgarten（フリッ

ツ・バウムガルテン 

1883 年ー1966 年） 

ハードカバー 20P 天地 21.3 ㎝×左右 26.2 ㎝ 

表題は、ドイツの子どもたちが手拍子をしながら

唄う、押韻の童謡 左ページはブランクページ 扉

のほかカラー7 点 角オレ スレ ヤケシミ Verlag 

A. Anton & Co.Leipzig 

年代

不明 
¥4,500 

A-77 ドイツ語版 鳥の絵本   

ハードカバー 20P 天地 21.3 ㎝×左右 26.2 ㎝ ニワ

トリ、七面鳥、クジャク、カモ、鳩、ツバメ、コウノト

リ・・・身近な鳥たちの絵柄。左ページはブランクペー

年代

不明 
 品切 
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ジ 扉のほかカラー7 点 巻頭角オレ スレ ヤケシミ 

Verlag A. Anton & Co.Leipzig 

A-78 

ドイツ語版 Der Wolf und die 

Reben jungen Geißlein（狼と七ひ

きの子ヤギ）

Scholz-Künstler-Bilderbücher 

Nr.10 

Eugen 

Oßwald 

ハードカバー 20P 天地 21.6 ㎝×左

右 28.7 ㎝ 表紙角の表面はがれ 巻

頭左はし切れシワ 綴じはずれ イタミ

かなりありますが絵柄は力強い Jos 

Scholz, Mainz 

1930

年？ 
¥4,000 

    

A-79 ドイツ語版 Ringel ｰ Reihe   

厚紙を使ったボード絵本 8P 天地

23.6 ㎝×左右 16.1 ㎝ 動物と戯れる

少年少女 スレ ヤケシミ 版元不明 

年代

不明 
¥4,500 

A-80 

ドイツ語版 Scholz 

Künstler-Bilderbücher（シ

ョルツ アーティスト絵本）

No.190 

Arpad 

Schmidhammer(185

7 年ー1921 年） 

厚紙の小型本 8P 天地 14.1 ㎝×左

右 10.9 ㎝ 2 見開きめと 4 見開きめは

同じ絵柄・文です Scholz 

年代

不明 
¥5,000 

      

A-81 
ドイツ語版 Haustiere（ペッ

ト） 
  

厚紙の小型本 8P 天地 15.5 ㎝×左右 10.7 ㎝ ヤ

ギ、牛、犬、馬、ウサギ、ニワトリ・・ 終盤に虫損穴

少しあり 裏表紙スレ 版元不明 

年代

不明 
¥3,000 

A-82 

フランス語版 Le Cheval 

Enchanté（魅惑の馬 アラ

ビアンナイト） 

 

ハードカバー 38P 天地27.6 ㎝×左右 19.7 ㎝ イラ

スト 3 色印刷 文字が多めの絵本 スレ Librairie 

Larousse,Paris 

年代

不明 
¥3,000 

A-83 

英語版 Tales 

for the Little 

Ones(小さきも

ののためのお

話） 

画・Harry 

B.Neilson、

A.L.Bowｌey ほ

か 

ハードカバー 24P 天地 25.9 ㎝×左右 19.5 ㎝ 背

クロス装 2 色イラスト さまざまな画家によるイラス

ト 綴じ糸ゆるみ 製本ややイタミ スレ ヤケシミ 

裏表紙クレヨン？あと Cassell and 

Company,Limited London,Paris,New York,Toronto 

and Melbourne 

1908

年 
¥4,500 

 


