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Pierre-Jules Hetzel（エッツェル）＆Lorenz Frölich （フルリック） 

今から 100 年以上前、日本でいえば明治の頃。フランス文学がもっとも輝いていた時代、フランスにすぐれ

た文学者の才能を見出して世に送り出した名編集者がいました。その名は、Pierre-Jules Hetzel (ピエール=

ジュール・エッツェル 1814 年～1886 年)。ジュール・ヴェルヌなど今なお読み継がれている 19 世紀の児童文

学は、ほとんど彼が創刊した雑誌から誕生したものです。 

シャルトルで生まれ、パリ、ストラスブールで学んだエッツェル。21 歳でポーラン書店の編集者となります

が、やがて独立してエッツェル書店を立ち上げ、著名な作家の本を次々出します。1848 年、2 月革命のとき内

閣のもと重要なポストにつきました。ルイ・ナポレオンによるクーデターが起こるとブリュッセルに亡命。亡

命先で 10 年余を過ごす間にユゴーと親しくなり、ユゴーの代表作も出版するようになります。 

 亡命生活ののち、パリに戻って編集者としての生活を開始。新しい時代に生きる子どもたちのためには一流

作家、画家による一流の児童文学が必要と考えて、それまでになかったような子ども向け書籍や雑誌を作ろう

としました。いよいよ 1864 年、「教育と娯楽の雑誌」を創刊。フランス児童文学史上、画期的なレベルのもの

でした。また、”P.-J. Stahl”というペンネームを使って創作や再話を試みました。人気となったのが「リリ

ちゃんシリーズ」、そのパパが主役の「パパ・シリーズ」、少年「ジュジュール」シリーズなどです。 

 Lorentz Frölich(ロレンツ・フルリック 1820 年～1908 年)はデンマーク出身。子どもの頃から著名な風景画

家や彫刻家らに学びます。20歳以降の 33 年間は、ほとんどデンマーク国外に滞在。はじめミュンヘンとドレス

デンに住み、1846 年から 1851 年までローマで過ごしたのち、22 年間は主にパリ在住。挿絵画家リヒターの影

響で挿絵画家、銅版画家として知られるようになり、ギリシャ神話『ヘーローとレアンドロス』やデンマーク

の歴史物語、ヴェルヌの短編小説の挿絵など、さまざまな書籍の挿絵を手がけました。パリでは千点近い子ど

もの生活を描いた木版画を製作し、フランス、デンマーク、イギリスで出版されて国際的な評判も得ました。

1873 年からデンマークに住み、新聞や書籍の挿絵、お城の天井画、市庁舎の装飾などで活躍しました。 

◆リリちゃんシリーズ 

幼い子でも読めるような平易な言葉で親しみやすい物語を描いた「アルバム・スタール」シリーズ。シリー

ズ初の作品が「リリちゃんの一日」で初版は 1862 年。木口木版。リリちゃんのモデルとなったのはエッツェル

の娘ですが、1853 年、エッツェルが 39 歳の頃に亡くなったそう。「リリちゃん」シリーズには娘への追憶が込

められており、挿絵のフルリックも我が娘をモデルに描いているそうです。 

    

A-01 

↑フランス語

版  

La Ｊournée 

P.-J. Stahl

（P.J.スタール 

Pierre-Jules 

SEPTIÈME  É DITION（7版 初版は1862年） ハード

カバー 56P 天地 27.8 ㎝×左右 19 ㎝ほど 模様を型

押しした表紙に書名、画が金箔押し シリーズ最初の

年代

不明 
￥80.000 

A フランス、ポーランドの絵本  まだ見ぬ 1冊を手にとるたのしさ 

Lorentz Frölich（ロレ

ンツ・フルリック）はデ

ンマークでは Lorenz 

Frølich、フランス語版の

本では Lorentz Frölich、

Lorentz Froelich と記

載されています。 
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de Mlle Lili（リ

リちゃんの一

日） 

Hetzel)  

画・Lorenｔz  
Frölich  (ロレ

ンツ・フルリッ

ク） 

作品。”STRASBOURG,TYPOGRAPHIE DE 

G.SILBERMANN” （ストラスブールの印刷所ジルベル

マンのタイポグラフィー）と書かれています。扉に”

TEXTE PAR UN PAPA（P.J.Stahl）”（パパによるテ

キスト）の文字。朝起きて、スープを食べて、パパとお

しゃべり。ママがピアノを弾くのに参加してみたり、お

掃除のマネごとをしてみたり･･･。夜眠るまでの少女の

暮らしぶりを描いています。当時、幼い少女を描いた

絵本が少なかったため、爆発的に人気となったそうで

す。木口木版ですが、印刷関係者が「一体どうやって

印刷しているのか」と唸るほど、細密な線が複雑に入

り組んでいます。小口がマーブル模様でカラフル 左

ページはブランクページ 背に少スレあれど良好  

エッツェル書店 J.Hetzel,18,Rue Jacob,Paris(以下同) 

    

A-02 

↑フランス語

版 

Mademoiselle 

Lili en Suisse

（スイスのマド

モアゼル・リ

リ） 

P.-J. Stahl

（P.J.スタール 

Pierre-Jules 

Hetzel)  

画・Lorenｔz  
Frölich (ロレン

ツ・フルリック） 

ハードカバー 64P 天地 27.3 ㎝×左右 18.3 ㎝ほど 

背クロス装 いずれの見開きも右ページに 1 色イラスト

（木口木版）。両親とスイスに旅するリリちゃん。「リリち

ゃんの一日」から 2-3 歳成長したようで、おしゃまに喋

りまくり。遊覧船で湖を渡りながら大興奮するも船酔い

してしまったり。スイスに入って、出会った農家の娘に

「フランス語しゃべれないの？ こんな簡単なのに」と

言ったり。城跡へ行く途中、かつての牢屋を見て、中

に入れられた人に同情したり。牛を近くで見たら怖か

ったこと。氷売りが氷を切り出す氷河洞窟に入り、氷

のギャラリーが美しかったこと･･･。冒険のさまを

「Monsieur J. STAHL や Monsieur Froelich に語って本

にしてもらうんだ。将来の夫や子どもたちに、この冒険

を語り継いで、ジュール・ヴェルヌの本みたいに冒険し

にいくの」と語るリリちゃん。表情豊かなリリちゃんがノ

ビノビ描かれています。 

扉に”Strasbourg,typogr..de G.Fischbach,succr de 

G.Silbermann”の文字が。巻末に 300 冊を超えるエッツ

ェルの絵本・児童書のリストが 8P。裏表紙に”

Bibliothèque illustrée de Mademoiselle Lili  et de son 

cousin Lucien 113 ALBUMS STAHL”（マドモアゼル・

リリと彼女のいとこルシエンの図書館 113 点のアル

バム・スタール）として刊行物のリストが掲載されてい

ます。シミ 表紙・裏表紙角少イタミあれど保存良好 

1886

年以

前 

￥70.000 
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A-03 

↑フランス語

版 Une 

Grande 

Journée de 

Mlle Lili（リリち

ゃんの素晴ら

しい一日） 

P.-J. Stahl

（P.J.スタール 

Pierre-Jules 

Hetzel)  

画・Lorenｔz  
Frölich  (ロレ

ンツ・フルリッ

ク） 

ハードカバー 64P 天地 27.3 ㎝×左右 18.5 ㎝ いず

れの見開きも右ページに 1 色イラスト（木口木版）。お

うちを離れて寄宿舎に入って、学校生活を送ることに

なったリリちゃん。あまりに心細くて大事な人形を連れ

ていったのに、隠されてしまったり、友達と仲良くなる

のも大変そう・・・。でも、頑張ってメダルをもらって人形

にもメダルをかけてあげるのでした。巻末には 

”Collection Hetzel”としてエッツェル書店の出版物の

一覧 8P が掲載され、ヴェルヌ作品なども含まれてい

ます。裏表紙には”Albums Stahl””Petite 

Bibliothèque Branche”の一覧が。 

ややイタミ 表紙角少はがれ 綴じ補修 

1892

年 
￥50.000 

◆ジュジュールくんシリーズ 

 Monsieur Jujules は Lili の男の子版。“ムッシュー”をつけるのは愛称であり、坊ちゃんとでもいう感じで

しょうか。ジュジュールくんは、エッツェルの息子ルイ・ジュールをモデルにしたといわれています。けれど、

リリちゃんの家庭が裕福なブルジョア階級だったのに対して、ジュジュールくんの家庭は両親が共働き。姉の

マリーが弟の面倒をみています。ジュジュールくんはさまざまな経験をしながら成長し、小学校を出ると自宅

を旅立つことに。マリーと両親はジュジュールくんの成長を喜びつつも、別れを悲しむという展開になります。 

   

A-04 

↑フランス語

版 Le Jardin 

de Monsieur 

Jujules（ジュ

ジュールくん

の庭） 

P.-J. Stahl

（P.J.スタール 

Pierre-Jules 

Hetzel)  

画・Lorenｔz  
Frölich (ロレン

ツ・フルリック） 

ハードカバー 54P 天地 27.5 ㎝×左右 18.3 ㎝ いず

れの見開きも右ページに 1 色イラスト（木口木版）。パ

パが畑仕事をするのを見て、お手伝いをしようと、懸

命に井戸から水を汲み上げるジュジュールくん。ジュ

ジュールくんは小銭をまいて、お金を育ててみようと思

い立ちます。だけど、お金は育ってきません。ママは

優しく、お金というのは土に植えて育つものじゃないの

1894

年以

前 

￥40.000 
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よ、働いて得るものなのよと話すのでした。さて、ママ

からお許しが出たので、姉マリーとジュジュールくんは

リンゴと梨をとりに果樹園へ。木によじ登って大きなの

をとろうと頑張ったジュジュールくん、木から落下。ズ

ボンが破れて、マリーが修繕します。ジュジュールくん

がじっとしていないので針がお尻にチクリ。「お利口に

してじっとしていないと、また刺しちゃうわよ」とマリー

に言われます。 

扉に”Strasbourg,typogr.G.Fischbach,succr de 

G.Sllbermann”の記載があります。 

表紙の題字、画の金箔押し、一部スレ シミ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-05 

↑フランス版

Monsieur Jujules a 

L’école（学校でのジ

ュジュールくん） 

P.-J. Stahl（P.J.スタ

ール Pierre-Jules 

Hetzel)  

画・Lorenｔz Frölich  

(ロレンツ・フルリッ

ク） 

ハードカバー 64P 天地 27 ㎝×左右

17.8 ㎝ほど 背クロス装 いずれの見開

きも右ページに1色イラスト（木口木版）。

刊行物のリストが巻末に 8P ほどあり、裏

表紙にもリストがあります。 

表紙・裏表紙の角・はしスレ 裏表紙スレ 

1879

年 
￥35.000 

    

姉のマリーが面倒をみて、ジュジュールくんは読み書きができるようになりました。学校に行くことにな

り、マリーが本やノート、おやつを用意して学校へ連れていきます。だけど、ジュジュールくんは教室でじ

っと座っているのが苦手。隣の席の子が小鳥をポケットに入れていて、つい遊んでしまい、先生から罰を受

けるハメに･･･。休憩時間、ほかの子たちからからかわれますが、バカにした子の顔に、おやつのジャムつき

パンを押し当てるジュジュールくん。ようやく学期が終わって、ジュジュールくんは頑張ったご褒美に本と

月桂冠の冠をもらいます。おじさんからもおこづかいをもらい、両親と市場へ行くとき大家さんからおこづ

かいをもらいました。さて、何を買おう･･･。自分用にコマを 20 個、マリーにはお菓子を買おう。ところが、

手が滑ってお菓子を落として、犬に食べられてしまいます。マリーと一緒にコマで遊ぼうとしますが、マリ

ーはコマに興味なし。友達とコマと交換した張り子の馬で遊びますが、2-3 日で飽きて、うちで飼っている

本物の馬のほうがいいや、と。来年もまた勉強を頑張ろう、と思うジュジュールくんでした。 
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A-06 

↑フランス語版 

La Vocation de 

Jujules（ジュジュ

ールくんの休暇） 

P.-J. Stahl（P.J.スタール 

Pierre-Jules Hetzel)  

画・Lorenｔz Frölich  (ロレ

ンツ・フルリック） 

ハードカバー 56P 天地 25 ㎝×左

右 17.5 ㎝ほど いずれの見開きも右

ページに 1 色イラスト（木口木版）。 

表紙・裏表紙の角・はし、背スレ ヤ

ケ 補修あり 

1922 

年 
￥24.000 

◆アルバム・スタールのカラー絵本 

ストラスブールの G. Silbermann （ジルベルマン 1801 年～1876 年）は、活版印刷における著名な実務家の

ひとり。グラフィック・アートにおける貢献によって 1844 年の博覧会で銀メダルを獲得。クロモタイポグラフ

ィ（カラータイポグラフィ）はフランスの壁紙の製造に応用され、ジルベルマンは壁紙印刷の創作者として引

く手あまたでした。エッツェルは 1865 年頃から、ジルベルマンによるカラー凸版印刷を導入しました。 

    

A-07 

↑フランス語

版 Monsieur 

César（ムッシ

ュー・セザー

ル セザール

君） 

P.-J. Stahl

（P.J.スタール 

Pierre-Jules 

Hetzel)  

画・Lorenｔz  
Frölich (ロレン

ツ・フルリック） 

ハードカバー 36P 天地 27.3 ㎝×左右 21.8 ㎝ほど 

ひとつめの扉に”imprimer en couleurs”（多色刷り印

刷）、扉に”12ｇravures imprimées en couleurs”（12 色

の多色刷り版画）の文字。扉に”Chromotypographie 

de G.Silbermann”、扉裏に STRASBOURG, 

TYPOGRAPHIE DE G.SILBERMANN”という文字も見ら

れます。裏面はブランクページ。 

大事なボールを公園に忘れてきたセザール君。「ボー

ルを探してくるよ！」とパパに宣言して、ランタンを手に

勇んで出かけます。いざ、出かけてみたら、真っ暗闇

で怖いのなんの。木々の音にドキリとしたり、壁にうつ

った自分の影が大きくて魔物かと驚いたり、ボールを

拾おうとしたらヌルリ。ヘビかと思って飛び上がったり

（実際はカエルでした）。あとから怯えたものの正体を

パパと確かめにいって怖くないもんと強がるのでした。

表紙・裏表紙はし・角スレ、とくに裏表紙の角切れ、ス

レ 余白に少ヨゴレ 後ろ見返しのどイタミ  

初版

は

1869

年？ 

品切れ 

小学校高学年になったジュジュールくん、学校でも表でも友だちとよく遊んで元気いっぱい。マリーも面倒を

よく見て、家の手伝いもよくしています。ところが、ある日、薪を集めに行かないといけないのに、ついつい大

好きな天文学の本に熱中。お父さんは怒って本を破ろうとしますが、内心、勉強好きな息子にまんざらでもあり

ませんでした。ある日の夕刻、見知らぬ紳士が街へ行く道を尋ねに家へやってきます。ジュジュールくんは案内

を買って出ます。そして、夜道でも星が出ているから道には迷わないと話し、天文学が好きだけど進学するのは

無理かも、と打ち明けます。その人は実は高名な学者でした。ジュジュールくんが高等教育を受けられるよう援

助を申し出て、両親を説得しにきます。家にとっては働き手になりつつあるジュジュールくんが家を離れるなん

てつらすぎること。でも、ジュジュールくんからの手紙が、残された家族にとって喜びとなりました。学者はジ

ュジュールくんに言います。「あと 2 年で高校卒業、それから 3-4 年で修士、末は博士になれますぞ」と。 
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◆童謡シリーズ 

初等教育が義務化される 1880 年前後から、民衆の識字率を向上させるため、わらべ唄、童謡から取り上げて、

多色刷りの挿絵入りで紹介する「童謡シリーズ」が作られるようになりました。子どもが親しみやすいよう、

登場人物を子どもにして描かれています。フランスでよく知られたわらべ唄をもとにした絵本ですが、保存状

態がよい本はフランスでも希少。印刷をよく見ると線が雑だったり、量産しようと作り急いだ面もあるようで

すが、フルカラーで古書価格は総じて高め。裏表紙に”Bibliothèque illustrée de Mademoiselle Lili et de son 

cousin Lucien”（マドモアゼル・リリと彼女のいとこルシエンの図書館）として刊行物のリストが掲載された

本があります。フルリック以外の画家の本もあり、どのような本が発行されていたかわかる、貴重な資料です。 

   

A-08 

↑フランス語

版 Chansons 

et Rondes de 

L'enfance  

子ども時代の

歌とロンド  

Iｌ était une 

bergère.（小さ

な羊飼いの

娘） 

P.-J. Stahl

（P.J.スタール 

Pierre-Jules 

Hetzel)  

画・Lorenｔz  
Frölich (ロレン

ツ・フルリック） 

ハードカバー 28P 天地 27.3 ㎝×左右 21.5 ㎝ほど 

扉前に”Imprimer en couleurs”（多色刷り印刷）、扉に 

”Gravures imprimées en couleurs”（多色刷り版画）の

文字。扉に”Chromotypographie de G.Fischbach,succr 

de G.Silbermann”とあります。裏面はブランクページ。 

わらべ唄はこんな内容。「むかしむかし、羊飼いの娘

がいて、羊の見張り番をしていました。彼女は羊の乳

でチーズを作りました。それを見ていた子猫に「これに

手を出したら杖をくらわすからね」と言ったら、手は出

さなかった。でも、猫があごをのせた（絵本では舐めた

絵になっています）ので、怒って子猫を殺してしまいま

した。彼女は神父様に懺悔しにいきます。子猫を殺し

てしまったことに許しを乞うたところ、罪の償いにキス

をしましょうと言われました」 表紙・裏表紙はし・角イ

タミ、スレ 綴じ糸ゆるみ 扉余白少切れ 少ヨゴレ  

1878

年

-188

2 年

頃 

￥60.000 

   

A-09 

↑フランス語

版 Chansons 

et Rondes de 

P.-J. Stahl

（P.J.スタール 

Pierre-Jules 

24P 天地 27 ㎝×左右 21.3 ㎝ほど 背クロス装 裏面

はブランクページ。 

犬を率いて狩りにいった男が木から落ちて、腕を脱臼

1881

-82

年？ 

￥50.000 
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L'enfance（子

ども時代の歌

とロンド）

Compère 

Guilleri(相棒

ギエリ) 

Hetzel)  

画・Lorenｔz  
Frölich (ロレン

ツ・フルリック） 

し、足を骨折しました。病院の女性たちに優しく介抱し

てもらったギエリが感謝してキスをする絵が描かれて

います。曲の由来は所説あるようですが、宗教戦争の

あと混乱続きで、兵士らのなかには任務が終わってか

らも自分たちだけ戦い続けた例もあるそうです。ときに

は、フランスの田舎で略奪したり、荒業の例も。そんな

兵士のひとりを描いた曲という説が。いずれにしても、

絵柄は子どもとして描かれているので、生々しさはな

く、どこか滑稽にも見えます。裏表紙に”Bibliothèque 

illustrée de Mademoiselle Lili et de son cousin Lucien 

88 AUBUMS STAHL”（マドモアゼル・リリと彼女のいと

こルシエンの図書館 88 点のアルバム・スタール）とし

て刊行物のリストが掲載されています。*マークがある

ものは”Les Nouveautés pour 1881 sont marquées 

d'une”（1881 年の新アイテムには）と書かれているの

で、1881 年か 1882 年頃の出版かと推察されます。表

紙・裏表紙の角・はしスレ 前見返しオレじわ 破れ補

修 シミ、イタミ少しあるものの良好 

   

A-10 

↑フランス語

版 

BIBLIOTHÈQ

UE DE 

MADEMOISE

LLE LILI（マ

ドモアゼル・リ

リの図書館）

Chansons et 

Rondes de 

L'enfance  

子ども時代の

歌とロンド 

Malbrough  

s’en va-t-en 

guerre

（Malbrough は

戦争に行く） 

P.-J. Stahl

（P.J.スタール 

Pierre-Jules 

Hetzel)  

画・Lorenｔz  
Frölich (ロレン

ツ・フルリック） 

24P 天地 27 ㎝×左右 22 ㎝ほど 背クロス装 裏面

はブランクページ。 

戦場へ行くマルボーロさん。いつ戻ってくるかわからな

いけれど、復活祭に戻るでしょう。/ところがなかなか

戻ってこない。城主夫人は不安になっていく/もたらさ

れるのは、どんなニュースなのでしょう？/やがて、マ

ルボーロさんが亡くなったと知らされて泣くマダム・・・。 

フランスで広く知られる民謡。お城で夫の帰還を待つ

マルボーロ公の夫人。いかに戦死が知らされたか、お

墓の上でナイチンゲールがさえずっていたさまが歌わ

れています。実はパロディであり滑稽な内容なのだと

いう説もあります。いずれにしても当時流行した唄で、

内外に知れ渡ったとか。本書では、子どもが親しみや

すいよう、登場人物を子どもにして描かれています。

裏表紙には”Bibliothèque illustrée de Mademoiselle 

Lili et de son cousin Lucien”（マドモアゼル・リリと彼女

のいとこルシエンの図書館）として刊行物のリストが掲

載されています。*マークがあるものは”Les 

Nouveautés pour 1888 sont marquées d'un”（1888 年

の新アイテム）と書かれているので、おそらく 1888 年

か1889 年頃の出版では？ 表紙・裏表紙の角・はしス

レ シミ、イタミいくらかあるものの良好 

1888

-89

年？ 

￥50.000 
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A-11 

↑フランス語

版 La 

Boulangère a 

des écus（パ

ン屋のおかみ

はお金持ち） 

P.-J. Stahl

（P.J.スタール 

Pierre-Jules 

Hetzel)  

画・Lorenｔz  
Frölich (ロレン

ツ・フルリック） 

28P 天地 27.2 ㎝×左右 21.7 ㎝ほど 背クロス装 

“Imprimé en couleurs”（カラー印刷）“Gravures 

imprimées en couleurs”（多色刷版画）の文字が入って

おり、カラーが売りだったことを示しています。また、扉

裏に”STRASBOURG,TYPOGRAPHIE DE 

G.FISCHBACH,SUCCESSEUR DE 

G.SILBERMANN-1894.”（ストラスブール、G.フィッシャ

バッハのタイポグラフィー、G.ジルベルマンの後継者）

という文字があります。裏面はブランクページ。 

歌劇にもなっている唄。パン屋のおかみさんは大忙し

だけど、実はお金持ちなんですよというような唄のよう

です。1 日中、お金持ちから庶民までを相手に大忙し

のパン屋さんのおかみが描かれています。裏表紙に 

”Bibliothèque illustrée de Mlle Lili et de son cousin 

Lucien”（マドモアゼル・リリと彼女のいとこルシエンの

図書館）の刊行物リストがあり、この欄外下にも扉裏

の文字と同じ「ストラスブール･･･」という文章が入って

います。表紙・裏表紙のはし・とくに角イタミ 前見返し

にオレすじ 

1894

年 
￥50.000 

 

Maurice Boutet de Monvel  モンヴェル 

モーリス・ブーテ・ド・モンヴェル（1851 年～1913 年)は、オルレアン生まれ。幼少時からデッサンの才能

を発揮し、1870 年、エコール・デ・ボザールに入学。70 年代、東洋の宗教的絵画によって成功をおさめ、肖像

画、歴史画も描きました。ウォルター・クレイン（1845 年～ 1915 年）やケイト・グリーナウェイ(1846 年～1901

年)に刺激され、絵本の仕事を始めます。1876 年、結婚して生活費を稼ぐため、教科書に挿絵を描きました。そ

の担当編集者が少年少女向け誌“St.Nicolas（サン・ニコラ）”を創刊したことから、同誌にもイラストを描く

ように。1883 年と 1884 年、フランスの古い童謡を集めた譜面つきの挿絵本 2 冊が出版され、好評を博します。

それが以下の 2 冊。構図、色彩などデザイン性にすぐれ、モダンな印象が人々に鮮烈な印象を与えました。 

  

 線 は 細

くて繊細、

上品。スミ

版 の み モ

ン ヴ ェ ル

自 身 が 描

き、色は指

定 に よ る

も の の よ

うです。 
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A-12 

↑フランス語

版 Vieilles 

chansons et 

rondes pour 

les petits 

enfants(幼い

子どもたちの

ための古い小

唄とロンド） 

画・Maurice 

Boutet de 

Monvel（モー

リス・ブーテ・

ド・モンヴェ

ル） 

伴奏譜・

Charles Marie 

Widor（シャル

ル・マリー・ウ

ィドール） 

ハードカバー 56P 天地 22.7 ㎝×左右 27 ㎝ほど ク

ロス装 小口は赤。モンヴェルが当時 3 歳だった息子

のため、フランスの古いわらべ歌に挿絵を描いた本。

四角い囲みのなかに楽譜を配して、そのまわりに貴婦

人、道化師、子どもたちなどを美しい色彩で描いてい

ます。「輪になって踊る遊び唄にもちゃんと筋がないと

収まらないらしいフランスでは、話の様子がよくわかる

絵が子どもたちを喜ばせ、絵入楽譜は子どもの本の

一分野をなした」「当時の絵本が装飾過剰なのに比べ

るとじつにさっぱりした画面で、満足すべき数場面が

五線譜をじゃましない周囲の落ち着いた色面に描か

れ、歌いながら目で追うと、絶妙なコメディを見るよう

で楽しい」（堀内誠一） 

見返しに記名。扉、後ろ見返しのはしに僅かに切れ目

（欠損部なし）。Librairie Plon,Paris 

1883

年？ 
￥37.000 

  在庫 2冊 

A-13 

↑フランス語版 

Chansons de 

France 

pour les petits 

Français(幼い子ど

もたちのためのフラ

ンスの小唄） 

画・Maurice Boutet 

de Monvel（モーリ

ス・ブーテ・ド・モン

ヴェル） 

伴奏譜・Charles 

Marie Widor（シャル

ル・マリー・ウィドー

ル） 

ハードカバー 56P 天地 22.7 ㎝×左右 27

㎝ほど クロス装 小口は青。前年に出版

した上記の本が好評だったため、翌年、続

けて発行された本。上記の本で描かれる

子どもたちは上流階級の服装をした子ども

たちばかりでしたが、こちらでは農村部の

子ども、漁村の子どもなども描かれていま

す。見返しに記名 Librairie Plon,Paris 

1884

年？ 
￥37.000 

A-14 

↑フランス語版 Chansons de 

France pour les petits 

Français(幼い子どもたちのため

のフランスの小唄） 

同上 

ハードカバー 56P 天地 22.7 ㎝×左右 27

㎝ほど クロス装 小口は色なし。角少イタ

ミ  見返し少、凹凸ありますが保存良好 

Librairie Plon,Paris 

1884

年？ 
￥36,000 

    

 

 

 

トゥーレーヌの田舎にしば

しば出かけたモンヴェル。ふた

りの息子や同年代の子どもら

を描いたクロッキーを書きた

めて、親交のあったアナトー

ル・フランスに見せたところ、

アナトール・フランスが子ども

の世界を想像したエッセイ集

を書きました。それに改めてモ

ンヴェルが挿絵を描いて出版。 

1887 年、1 冊が出版され、後年、この「われらの子どもたち」ともう 1 冊「少年少女」に分けて再版されました。 

Anatole France（アナトール・フランス 1844 年～1924 年）は、書籍商の息子として生まれ、編集顧問およ

び図書館監督官になりました。フランスの重要な小説家および文芸批評家のひとりであり、1921 年にノーベル賞

を受賞。作品の根底にはフランスの人文主義があり、周囲の世界への懐疑的な観察者、市民社会へのきびしい批

判者としての立場から、しだいに社会主義へと向かいます。 
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A-15 

↑フランス語版 

Nos Enfants（我ら

の子どもたち）

Scènes de la ville et 

des Champs（都市と

田園の光景） 

Anatole France(アナ

トール・フランス） 

画・Maurice Boutet de 

Monvel（モーリス・ブ

ーテ・ド・モンヴェル） 

ハードカバー 64P 天地 29 ㎝×左右

22.2 ㎝ほど 「ファンション」「仮装舞踏

会」「学校」「マリー」「牧畜の笛」「ロジェ

の馬小屋」「勇気」「カトリーヌのお客日」

「海の子」の９編。表紙・裏表紙のはしほ

かスレ のど寄り少イタミ、少ヤケあれど

保存良好 Librairie Hachette,Paris 

1921

年？ 
品切れ 

 

Hellé André アンドレ・エレ  

アンドレ・エレ（1871 年～1945 年）。「フランス近代絵本を拓いたモンヴェルの典雅に続いて、この国のエス

プリをまったく対称的な立体派の直線的表現で示すエレの絵は、当時のサイレント映画と同じアヴァンギャル

ドだったろう。初め、19 世紀末の漫画家の伝統に従ってマリオネットをモデルにした絵でパリの新聞に登場し

たエレは、子どものための絵本では玩具のメカニズムをそれに当てた。」（堀内誠一） 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-16 

↑フランス語

版  La 

Boîte à 

joujoux（おも

ちゃ箱） 

音楽・Claude 

Debussy（クロード・

ドビュッシー） 

画・Hellé André(ア

ンドレ・エレ） 

天地 24.4 ㎝×左右 30.8 ㎝ほど リトグラフ（音符

はオフセット）ですが、無線綴じなので戦後版の

ようです。 

1 枚同じページが重複して製本されています。表

紙・裏表紙のはし、角少切れあれども保存良好 

A.Durand＆Fils,Paris 

1950

年

代？ 

￥30.000 

「エレの画風はアール・デコ様式から出発しています。それまでの装飾的な曲線に代る直線。自然の抽象化に

機械賛美が加わり、現実や未来に対する肯定が作品を健康で明るいものにしています。（中略）機智に富んだ文

才のあるエレは、ラ・フォンテーヌやアンデルセンを現代化した物語絵本、ペール・カストールの知識絵本を

先駆する「80 ページ世界一周」など、みずから文をつけ、絵本のジャンルを拡げました。エレの文章はフラン

スの啓蒙思想とエスプリの見本です。ユーモアのうちに真実が語られ、詩心がみなぎっています。」（「ノアのは

こぶね」福音館書店 堀内誠一より） 

1912 年、舞台装飾と衣装デザインの仕事をしたのがきっかけで、おもちゃの人形を使って子ども向けのバレエ

作品を構想しようとしたエレ。翌 1913 年、イラストから起こした模型を持ってドビュッシーを訪ねたところ、

カラフルな造形にドビュッシーが魅了されます。ひとり娘ができて子煩悩になったドビュッシーは、それ以前に

子どものためのピアノ曲「子どもの領分」を作っており、エレの提案によって 12 点の挿絵をともなったピアノ

譜として 1913 年クリスマスに本書を出版。本来は翌 14 年にバレエの上演が計画されたのですが、第一世界大戦

の勃発で闇に･･･。ドビュッシーはオーケストレーションを放棄してしまいます。本書の挿絵は、おもちゃの人

形による人形劇ふうですが、そのなかには戦争までが描かれています。おもちゃ箱の中の兵隊がお人形に恋をし

ますが、お人形は移り気なプルチネッラにひかれています。プルチネッラがお人形をくどいたため、お人形は結

婚指輪をおねだり。ところが、プルチネッラは笑って兵隊に喧嘩を売り、兵隊とプルチネッラとの間に戦争が勃

発します。バレエ音楽は、ドビュッシーが 1918 年に亡くなったあと完成、1919年 12 月バレエが初演されました。 
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A-17 

↑フランス語

版  L'arche 

de Noé(ノアの

箱舟） 

文・画 Hellé 

André(アンド

レ・エレ） 

初版は 1925 年 ハードカバー 70P 天地 31 ㎝×左

右 24.5 ㎝ほど 旧約聖書の大洪水の後､水がひいて

明るい太陽が注ぐ地上のあちこちで暮らすようになっ

た動物たちを描いています。2 ページ単位で、トラ、キ

リン、サル、クマ、七面鳥・・・と、さまざまな動物につい

てのイラストと文章が連なります。表がカラー、裏は 1

色。もともとは違うタイトルで出版された本で、文章も

手描きでしたが、本書では活字になっています。 

表紙・裏表紙のはし・角スレ、シミ 切れ補修あり 裏

表紙・終盤に少凸凹部分あり Garnier Frères,Paris 

1926

年 
￥50.000 

   

A-18 

↑フランス語

版  

MARIONNETT

ES（マリオネッ

ト）Collection 

de la Cigogne

（コウノトリの

コレクション） 

Hellé 

André(アンド

レ・エレ） 

20P 天地 27 ㎝×左右 21.2 ㎝ほど 見開きごとに 3

色印刷×2 色印刷 パリでもアンドレ・エレ自体がレア

ともいえるのですが、その中でも珍しい本だそうです。

エレの本道ともいえるマリオネットをモデルにした絵本

で、タイトルそのものがマリオネット。マリオネットの舞

台裏で果して何が起こっているのか。人形が警官たち

に圧力をかけられていたり・・・貴族と権力が結びつい

ていたり、面白おかしく社会風刺しているのかな、とも

思えるような絵柄です。もともとパリの新聞や雑誌で

挿絵の仕事をしていたエレならではの、軽妙なタッチ。

表紙オレじわ 少らくがき、インクあと シミ 綴じ少補

修 Berger-Levrault,Paris 

1927

年 

   

   

 

 

 

品切れ                     

「『ノアの箱舟』は洪水

以降の動物たちが現代

での一代記を語る構成

で、ヴェルヌの著作を

もじった『80 頁世界一

周』などとともに、機

智とスピードがたくま

しい単純な造形でかわ

いらしく示される。」

（堀内誠一） 

 



 

13 

 

   

A-19 

↑フランス語

版 Le Ｔour 

du Ｍonde en 

80 Pages 

(80 ページ世

界一周） 

文・画 Hellé 

André(アンド

レ・エレ） 

序・Gaston 

Chéreau（ガス

トン・シェロ） 

ハードカバー 92P ほど 天地 27.5 ㎝×左右 22.5 ㎝ほ

ど 背クロス装  ジュール・ヴェルヌの人気作「80 日間

世界一周」のもじりですが、こちらは 2 ページずつの単

位で”MOUSMÉS ET SAMOURAÏS”（娘と侍 日

本）、”LES  ÎILES DE CORAIL”（コーラル諸島）、バ

オバブの木が茂るアフリカ、ニューヨークの摩天楼な

ど、世界各国を旅していきます。表紙・裏表紙の角・は

しスレ、欄外少切れ目（欠損部なし）、少シミあれど保

存良好 J. Ferenczi et Fils,Paris 

1927

年 
￥40.000 

  

A-20 

フランス語版 

LES 

FACÉTIES DE 

TOPSY, chien 

mécanique（ト

プシーのいた

ずら） 

Hellé 

André(アンド

レ・エレ） 

ハードカバー 30P 天地 32 ㎝×左右 24.5 ㎝ほど  犬

のチップと、機械仕掛けのトプシーのお話。いたずらを

全部トプシーのせいにしたり、なかなか賢いチップ。で

も、だんだん弟分となり、本物の兄弟のように愛情も

芽生えているようで・・・。3 色印刷でコマ割りふう はし

にスレ、ごく薄くはがれ、ごく薄く鉛筆あと少々、欄外

はしに少し切れ目 経年を考えたら保存良好 

Emile-Paul Frères,Paris 

1931

年 
￥28.000 

   

印刷に通じている方によ

れば「刷師に頼らず、エレ自

身が版を描き分けているか

も。エレ自身のタッチだろう

と思います。色数が少なかっ

たり、シンプルななかで多く

を表現するのは難しいはず、

そこがエレのすごさ。リトグ

ラフを刷って、あとから文字

だけ活版で刷っていると思

います」とのこと。 
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A-21 

↑フランス語

版 Clindindin  

Collection 

pour nos 

enfants(子ど

ものためのコ

レクション） 

文・Paul 

Géraldy 

画・Hellé 

André(アンド

レ・エレ） 

40P 天地 25.6 ㎝×左右 19.5 ㎝ほど エレのなかでは

異色ともいえるタッチ。はじめは初期作品？と思ったと

ころ、逆で 66 歳頃の作品でした。とりわけ、紫色が美

しく印刷されているのが印象的。のちに、違うイラスト

レーターの版が出版されています。表紙シワ 綴じ直

し Calmann-Lévy,Paris 

1937

年 
￥23.000 

 

Albums du père Castor ペール・カストール  

 そののち“ペール・カストール”（ビーバーおじさん）を名乗る Paul Faucher(ポール・フォシェ 

1898 年～1967 年)はブルゴーニュ地方 ヌヴェール市に近いプーグ・レ・ゾー生まれ。18 歳で出征

しますが、いかなるときも文学を心の拠り所としていました。復員後は工場で働き、1921 年、出版

社フラマリオン社に就職。はじめ書店員として働き、少しずつ製本や装丁、編集などの技術を習得

します。まもなく「新教育」という新しい教育方法を知って心揺さぶられます。「新教育」とは 19

世紀末から 20 世紀はじめ、国際的に広まった児童の自発的活動を重んじる教育方法。フォシェは、

チェコの教育者フランチシェク・バクレと親交を深めます。バクレが障害児を引率して渡仏した際、

バクレのアシスタントだった Lida リダ（1899 年～1955 年）とフォシェが出会います。 

 子どもの自発性や感性を育むための創造的な絵本―。では、どのような絵本にしたらいいのか。

ロシアからやってきた画家 Natalie Parain(ナタリー・パラン 1897 年～1958 年)と知り合ったのも

その頃で、パランの初の絵本“Mon Chat”（私のネコ 1930 年）を見てフォシェは起用を決めます。

1931 年、ついにカストール・アルバムを創刊。フォシェが参考にしたのは、1920 年代 30 年代のロ

シア絵本でした。子どもが手にとりやすいよう薄くて軽い、親しみやすい造本。それでいながら中

には美しい型破りな絵が詰まっています。ナタリー・パランは当時無名でしたが、フォシェとの出

会いを契機に活躍し、フォシェの理想を具現化。1931 年から 40 年の間に、カストール画帖で 15 冊

の絵本の挿絵を手掛けて、絵本の世界で革命ともいえるような大きな影響をもたらしました。 

1932 年、フォシェはリダと結婚、翌年、息子が誕生。子どもが自発的に行動し、創造しながら楽

しむ絵本を次々に産み出します。第二次世界大戦が始まり、家族とともに疎開したフォシェでした

が、パリが 1940 年、ドイツ軍に占領されても、出版活動を制限され紙やインク不足が進んでも、判

型を小さくしたり、ページ数を減らしたり、刷り色を絞ったりして、絵本を作り続けました。 
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A-22 

↑フランス語版 

RIBAMBELLES

（切り紙）

ALBUMS DU 

PÉRE CASTOR

（ペール・カスト

ール画帖） 

Nathalie Parain

（ナタリー・パラ

ン） 

24P 天地 28.2 ㎝×左右 24 ㎝ほど 果物、葉、キ

ノコ、鳥、洗濯物、犬、女の子、カタツムリなど、連

続した模様や左右対称の図形を切り抜いて遊ぶ

ための本。形の面白さを教えて、子どもたちに自

分の手先を動かす喜びを教える、まさに理想的と

もいえるようなハイ・レベルの本。付録に折り紙が

ついていて、本当はそれを切り抜きましょうという

趣向ですが、折り紙はついていません（切り抜い

た破片がごく僅かにあります）。切り絵そのものの

図案が美しく、印刷が素晴らしくて見惚れます。少

スレあれど保存良好 Flammarion 

1932

年 
￥39.000 

   

A-23 

↑フランス語版 

ALBUM FÉE（童話

アルバム） 

ALBUMS DU 

PÉRE CASTOR（ペ

ール・カストール画

帖） 

文・Rose Celli, 

Marguerite 

Reynier  

画・Hélène 

Guertik 

24P 天地 28.2 ㎝×左右 24 ㎝ほど 赤と青の

メガネつき 見開き単位でシンデレラ、美女と

野獣、長靴をはいたネコなど 12 編（センター部

分は 1 編 1 ページずつ）。赤と青のメガネをか

けて見ると立体的に見える絵本ですが、メガネ

はこの本の専用メガネとは異なる可能性が。

肉眼で普通に見ても印刷が繊細で美しい。色

のトーン、調整などが難しいそうですが、みご

とです。背に少スレ 少ヤケあれど保存良好 

Flammarion 

1933

年 
品切れ 

    

←現代の 4色印刷で

は出せない美しい

青色。黄色も肉厚

で、現代の印刷で使

われる透明な黄色

いインクとはまっ

たく異なります。 
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A-24 

↑フランス語版 

PANACHE 

L'ECUREUIL（リス

のパナシェ）

ALBUMS DU 

PÉRE CASTOR（ペ

ール・カストール画

帖） 

文・Lida（リダ）

画・

F.Rojankovsky

（ロジャンコフス

キー） 

ホッチキス綴じ 40P 天地 21 ㎝×左右 22.9

㎝ほど 見返しごとにカラー×1 色。初版は

1934 年。「リスのパナシェ」から始まった動物シ

リーズ 8 冊。動物を擬人化したりせずに、大自

然にあるがまま力強く生きる姿を描いた絵本。

リダの飾らない語り口と、ロジャンコフスキーの

挿絵の魅力がみごとにあいまって後世に残る

名シリーズとなりました。石井桃子さんも翻訳

していますね。これは 1948 年の後版。戦前の

ものにはかないませんが、この時期のリトグラ

フ印刷はまだまだ美しい。表紙少スレ

Flammarion 

1948

年 
品切れ 

A-25 

フランス語版 

Quipic  le herisson

（ハリネズミのキピ

ック）ALBUMS DU 

PÉRE CASTOR（ペ

ール・カストール画

帖） 

文・Lida（リダ）

画・

F.Rojankovsky

（ロジャンコフス

キー） 

ホッチキス綴じ 40P 天地 21 ㎝×左右 22.9

㎝ほど カラー×1 色 ハリネズミの子どもキピ

ックが兄弟とともに生まれ、育って、やがて巣

立っていくまで。初版は 1937 年。これは 3 年後

の後版。初版ではないものの、リトグラフの美

しさは筆舌に尽くしがたい。ぜひ現物をご覧い

ただきたいです。少ヤケあれど保存良好

Flammarion  

1940

年 
品切れ 

        

A-26 

↑フランス語版 

CONTE DE LA 

MARGUERITE(マル

ガリータちゃんの物

語）ALBUMS DU 

PÉRE CASTOR（ペ

ール・カストール画

帖） 

Béatrice  

Appia（ベア

トリス・アッ

ピア） 

ホッチキス綴じ 32P 天地 16.3 ㎝×左右 18.3 ㎝ほ

ど 見開きの片ぺージはカラー。デイジーのマルガリ

ータちゃんの冒険。幼い頃 2 頭を贈った羊を探しに

出かけます。川に流されて、水車小屋の手前で難を

逃れたり。いざ、羊を見つけたと思ったら、街の肉屋

さんの店頭だったり・・・。でも、山へ帰っていき、羊と

仲良く語り合う絵もあります。93 年にも再版され長く

読み継がれている絵本ですが、その初版です。目録

3 号以来の入荷。 

Béatrice Appia（1899 年～1998 年）はスイス・ジュネ

ーヴ生まれ。絵画の才能が認められて、パリの

L'Académie de la Grande Chaumière で学びました。

世界を旅しながら絵画や彫刻を創作を続けたようで

す。死後、彼女の灰は、こよなく愛した祖先の土地に

埋葬されたそうです。おおらかな絵柄で自然を愛情

込めて描いた、チャーミングな絵本です。保存良好 

Flammarion 

1935

年 
品切れ 

A-27 

フランス語版 Ce 

que fait le vieux est 

bien fait（年寄りが

することはうまくい

く）ALBUMS DU 

PÉRE CASTOR（ペ

ール・カストール画

Hans 

Christian 

Andersen

（アンデルセ

ン）文・Marie 

Colmont 

画・

ホッチキス綴じ 28P 天地 16.5 ㎝×左右 18.5 ㎝ほ

ど カラー×1 色 アンデルセンのお話。市場に行く

おじいさんのために、スカーフを首に巻いてあげる

おばあさん。おじいさんは市場へ行き、うちで飼って

いた馬と牛を交換し、羊のために牛を交換し、次に

鳥のために羊、そしてアヒル、そして腐ったリンゴの

袋を交換します。なんやかやいっても、年寄りがする

1939

年 
品切れ 
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帖） F.Rojankovs

ky（ロジャン

コフスキー） 

ことはうまくいく、のだそうです。片ページがカラー、

対抗ページは 1 色。センター部分はカラー、対抗ペ

ージは 2 色。リトグラフ印刷が美しい。2005 年にも再

版され、読み継がれている絵本。少スレあれど保存

良好 Flammarion 

    

A-28 

フランス語版 

Conte du petit 

poisson d'or（金

の魚の物語） 

ALBUMS DU 

PÉRE CASTOR

（ペール・カスト

ール画帖） 

文・Rose 

Celli（ロー

ズ・セリ）

画・Ivan 

Bilibine(イ

ワン・ビリ

ービン） 

ホッチキル綴じ 24P 天地 15.3 ㎝×左右 12 ㎝ほど 目

録 4 号で”LES PETITS PÉRE CASTOR”シリーズを、そ

のとき蒐集しきれなかった No.13”Conte du petit poisson 

d'or”は目録 7 号で紹介しました。今回、パリで見つけた

のは、形状は”LES PETITS PÉRE CASTOR”であり、中

ページは通常の”Conte du petit poisson d'or”と同じ。そ

れなのに、なぜか表紙だけ異なり、このような造本で

す。活字を刷った別紙を貼り込んであり、製本的には手

間がかかっています。本文最終ページに”LES PETITS 

PÉRE CASTOR”のリストがあるのは共通ですが、表紙

画像を見比べると、本書の題名には”LES PETITS 

PÉRE CASTOR”の文字はなく“ALBUMS DU PÉRE 

CASTOR”となっています。 

 大判の絵本”Conte du petit poisson d'or”（金の魚の物

語）は、ペール・カストール画帖の1冊として1933年に出

版されました。そののち、第二次世界大戦の戦況が厳し

くなり、紙・インク不足が深刻になるなか、”LES PETITS 

PÉRE CASTOR”シリーズとして判型の小さい 1-18 巻が

1941 年から 1944 年にかけて出版されました（19 巻以降

は戦後 1948 年に出版）。この本はビリービンを小さい判

型にして”LES PETITS PÉRE CASTOR”として出版する

際テスト版として作られたものなのかどうか不明。いず

れにしてもレアな 1 冊。Flammarion 

1943

年 
￥15.000 

A-29 

フランス語版 Conte du 

petit poisson d'or（金の

魚の物語）LES PETITS 

PÉRE CASTOR（プチ・

ペール・カストール画

帖） 

同上 
ホッチキル綴じ 24P 天地 15.3 ㎝×左右 12 ㎝ほ

ど 表 2 に旧蔵者の献呈書き込み Flammarion 

1943

年 
￥14.000 

  

クロモリトグ

ラフ（カラーリ

トグラフ）。線そ

のものはビリー

ビン自身でなく

製版関係者が描

いていると思わ

れます。 
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A-30 

↑フランス語版 

OMBRES 

CHINOISES（影絵） 

M.Mascarelli 

画・Lalouve

（Kate Wolff

の仮名） 

ホッチキス綴じ 34P 天地 14.7 ㎝×左右 20 ㎝ほ

ど Père Castor の文字が表紙になく、広告の形で

本文最後のページにのみ記された、ペール・カスト

ールの中でもレアケースな本です。薄いブルーの

紙に墨（黒）1 色で印刷されています。1 点”Le 

Bonnet du Cuisinier”はいったん切り抜かれて、

元に戻されたあとがあります。Flammarion 

1937

年 
品切れ 

A-31 

↑フランス語版 

OMBRES 

CHINOISES（影絵） 

M.Mascarelli 

画・Lalouve

（Kate Wolff

の仮名） 

ホッチキス綴じ 34P 天地 14.7 ㎝×左右 20 ㎝ほ

ど これも Père Castor の文字が表紙になく、裏表

紙に入っています。実は上の本の 2 版です。1944

年、紙質は落ちてペラペラの紙になっています。表

紙には、37 年版の扉がそのまま流用されていま

す。表紙・裏表紙の厚紙はもはやなく、1937 年版

の扉から始まるのです。ページ構成は異なりま

す。できれば初版と 2 版を見比べてみるとよいでし

ょう。背、裏表紙はし少イタミ Flammarion 

1944

年 
￥10.000 

以下は、戦後のペール・カストール 

    

A-32 

↑フランス語版 

DÉCOUPAGES（デ

コパージュ）1-4  

4 冊揃いセット 

ALBUMS DU 

PÉRE CASTOR（ペ

ール・カストール画

帖） 

Pierre 

Belvès 

ホッチキス綴じ 24P 天地 20.8 ㎝×左右 20.8 ㎝ 解

説ページが 1 ページ（シリーズ・4 は 2 ページ）あるほ

か文字がなく、切り絵が美しく連なるシリーズ。

découpage は、フランス語の "découper"という単語が

もとで何かを切り取る意。découpage は紙を切り取った

モチーフを物体に貼って飾る手芸や装飾の技術をいう

ようです。色づかい、フォルム、空白とのバランスなど

絶妙。そして、リトグラフの美しさたるや！ 

Pierre Belvès（1909 年～94 年）は 1940 年以降、ペー

ル・カストール画帖で多数の本を手掛けています。

1953 年、パリの装飾美術館のキュレーターから依頼

があり「13 歳のワークショップ」が実現。手先を自由に

使いながら、それぞれの創造的な能力を伸ばす内容

でした。30 年近く貢献し、その活動はドキュメンタリー

作品にもなっています。少ヤケあれど保存良好 シリ

ーズ 4 の裏表紙、少ヨゴレ Flammarion 

1948

年 

4 冊で 

￥58.000 

A-33 

↓フランス語版 

DÉCOUPAGES 1 

（デコパージュ・1） 

Pierre 

Belvès 

ホッチキス綴じ 24P 天地 20.8 ㎝×左右 20.8 ㎝ これ

↓は上のシリーズ・1 と同じ本で、同じ初版です。しか

しながら、2 冊を見比べるととても興味深い。表紙・裏

1948

年 
￥15.000 

厳しい戦況下にあっても、光さえあれば子ども

が影絵で遊べるように。1944 年版の裏表紙には

「ペール・カストール・アルバムは、読んだり、

遊んだり、組み立てたり、切ったり、色付けした

りして楽しむ、素晴らしい本が 100 タイトル以上

揃っています」といったことが書かれています。 
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ALBUMS DU 

PÉRE CASTOR（ペ

ール・カストール画

帖） 

表紙の印刷、色が異なるのは、よくおわかりになるか

と思います。本文最終にあるクレジットを見比べると、

印刷番号が 1083 と 5690 でだいぶ違います。なぜ、こ

れほど印刷の色まで違うのか。さらに驚いたことには

本文のうち１ページ、まったく異なる絵柄なのです。リト

グラフは一度に刷れるのは 300-500 部程度。同じ初

版であっても何度もに分けて刷るため、印刷の途中段

階から、画家や編集の意向で絵柄を変更することは

珍しくないそうです。面白い！ Flammarion 

  

  

A-34 

↑フランス語版 

Contes de Fées en 

Images Lumineuses

（明るい画像のおと

ぎ話） 

ALBUMS DU 

PÉRE CASTOR（ペ

ール・カストール画

帖） 

画・Lalouve

（Kate Wolff

の仮名） 

ホッチキス綴じ 24P+色つきグラシン紙 10 枚 もと

は 1934 年に作られた本ですが、1951 年の後版。

赤ずきんちゃん、シンデレラなど、おなじみの童話

をもとにした切り絵で、裏表紙にあるように、裏側

に好きな色紙を切り抜いて貼って光をあてて美しく

楽しみましょう、といったもの。折り紙は切り抜かれ

て残っていない場合が多いのですが、10 枚完備し

ています。グラシン紙そのものが貴重。保存良好 

Flammarion 

1951

年 
品切れ 

 

 

     

←A-33 同じ初版でも、リトグラフは一度に

300-500 部程度しか刷れないため、印刷の途

中段階から画家や編集者の意向によって色

や絵柄が変更になることも。 
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A-35 

↑フランス語版 Alphabet 

photographique（アルファ

ベット・フォトグラフィック） 

写真・Gaston Karquel

（ガストン・カールケル） 

文・Pauline David  

天地 20.8 ㎝×左右 21 ㎝ほど 

函 函に少イタミ、紙、僅かにイ

タミ。26 枚コンプリートはレア。 

P.Les Editions du Compas 

1930

年代 
 

￥140,000 

   

A-36 

↑フランス語

版 Monsieur 

Polo（ムッシュ

ー・ポロ ポロ

君） 

Pierre 

Camo 

ホッチキス綴じ 16P 天地 27 ㎝×左右 18 ㎝ほど 日本で

いえば大正 12 年に作られた本。お姉さん Miquette の人形

の髪を切り取って、自分のおヒゲにしてしまう Polo。

Miquette と Polo の姉弟の日々をコミカルに描いたシリーズ

が人気だったようで、裏表紙に 32 冊タイトルが掲載されてい

ます。この本は、その 12 番め。後版も出ていて、古書店の

店主さんに「オリジナルと似てますが、実はイラストレーター

が違うんですよ」と教えてもらいました。表紙・裏表紙はし・

背少イタミ 裏表紙オレすじ  Librairie Plon,Paris 

1926

年 
￥6.000 

   

A-37 ↑フランス語 Francine et Xavier 32P 天地 31.4 ㎝×左右 24 ㎝ほど 目録 10 号以 1927 ￥13.000 

アルファベットをテーマにした、ガストン・カールケル （1906 年～1971 年）による 26枚のモノクロ写真

と、裏面にある詩のコラボレーション。 

ガストン・カールケルは自転車修理の仕事を経て、18 歳のとき空軍に入りパイロットになります。1930 年、

軍隊を離れ、独学で写真を学ぶように。1934年、パリに初めて創設された写真エージェンシーのひとつ Alliance 

Photo に入社し、ロバート・キャパとともに働きます。その後、カンヌの写真店で写真プリントのラボを設立。

やがて、ニースで CATJC（ヤングシネマの芸術と技術センター）の設立に参加。写真の指導もします。1943 年、

CATJC は IDHEC（Higher Cinematographic Studies）の研究所となってパリのペイジェール通りに移転。ガス

トンは映画のためのフィルム写真家であると同時に、IDHEC で仕事を続けます。1951 年に IDHEC から離れ、写

真家 イラストレーターとしての仕事に専念し、素晴らしい写真を多数残しました。 

モノクロ写真の裏面にはシックなカラー地に白抜き文字でポエムが。A は Âne（お尻）、Bは barque(ボート）、

C は chateau（お城）、K は Kiosque(キオスク）、T は tourは塔、Y は yeux（目）･･･。詩的な内容で、Âne は

dans une allée du parc ou je vis se promene lentement un ane.（公園の路地、ゆっくりとロバが歩く）

tour は j'irai voir le pays de la grande tour（私は偉大な塔の国を見に行きます）et que j'aurai bien regarde 

de tous mes yeux.（私はすべての目でよく見えるだろう）。可愛らしいポップな函の中に、映画のワンシー

ンのような写真とポエムのコラボレーションがぎゅっと詰まっている印象です。日本の原弘は、この本を見て

いたかもしれません。P.92   D-119 PICTORIAL ALPHABET 児童 ABC 絵本（昭 21）を参照のこと。 
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版 Chansons 

des Premières 

Joies（最初の

歓びの歌） 

Privas 

音楽・Francisque 

Darcieux  

画・S.Clerc サイン 

来の入荷品ですが、より状態が良いです。ページ

中央に歌とピアノの譜面。その周囲にイラストとい

うと、モンヴェルの本を思い出しますが、もっと鮮

烈なカラーの絵本。リトグラフで、スミ版のみあと

から印刷してあり、ぱきっとしたカラーとシャープな

黒が印象的です。表紙に出版社ラベル 扉にスタ

ンプ 表紙・裏表紙の角・はしスレ 角少ソリ シミ 

Editions nouvelles du Rhône,Sainte Colombe 

年？ 

    

A-38 

↑フランス語

版 Bob et 

Miaoulette（犬

のボブと、猫

のミャウレッ

ト） 

Lucien 

Bonnefoy  

画・Garcin Jo 

ハードカバー 36P 天地 28.5 ㎝×左右 20.8 ㎝ 一家

の飼い猫 Miaoulette はネズミをとってきて偉いと家族

からホメられ、でも、犬の Bob は泥足で床をよごしては

叱られる始末でした。ある日、仲良しのリスを守ろうと

した Miaoulette は、キツネに追い詰められ尾に噛みつ

かれて大変な目に･･･。そこに助けにきたのが犬のボ

ブ。ボブは猫の Miaoulette を救って、家族から喜ば

れ、犬猫仲良しの日々が戻ってきます。わかりやすい

お話に、暖色系に黒をきかせた色づかい。表紙・裏表

紙角に少スレあれど、87 年前のものとしては保存良

好 Librairie Larousse,Paris 

1931

年 
￥12.000 

   

A-39 

↑フランス語

版 Les 

Aventures de 

Mataboli Ⅴ 

文・画 

Line 

Ledoux 

ホッチキス綴じ 16P 天地 30.5 ㎝×左右 24 ㎝ほど 猫の

Mataboli 一家は素晴らしい蝶のコレクションを持っていまし

た。狙った蝶をどうにか仕留めたくて、猫のお父さんと子供た

ちが野原で奮闘。息子の虫取り網がお父さんの頭にかかった

り、蝶を追いかけてついには小川へ落ちてしまうお父さん。尾

にかかった魚を持ち帰るという・・・。人気シリーズで、全6冊あ

るうちの 1 冊です。オフセット印刷。表紙・裏表紙の角・はし少

イタミ。概ね良好 éditions Albin Michel,Paris 

1951

年 
￥5.000 
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A-40 

↑フランス語版 

MINOU le 

chaton(子猫ちゃ

ん)albums Aline et 

Nicolas 

文・Anne-Marie Pajot 

写真・Sophie Bouet 

ホッチキス綴じ 20P 天地 22 ㎝×左右 21

㎝ほど 見開きごとにカラー×1 色 子猫、そ

して共に暮らす子どもをとらえた写真。最終

ページにはフランス語を覚えるためのイラス

トがあります。良好 Hatier,Paris 

1971

年 
￥4.000 

   在庫 2 点 

A-41 

↑フランス offre 

"EXCEPTIONNELLE"pour 

fillettes et garconnets（少

年少女のための”特別な”

提供）セット 

子どものためのお楽しみセット。ビニール袋の中に 4 点ほ

ど紙類、帳面類が入っています。色のついた紙を切り抜い

て貼り込むものが入っていると、古書市のおばさんが話し

ていましたが、未開封のため詳細不明。A 着せ替え人形

入り B 動物カード入りの 2 種類があります。 

70 年

代？ 
￥3.000 

 

Polish picture book ポーランド語版  

ワルシャワとクラクフを回って探し集めた絵本です。はじめポーランドのポスターと、ごく僅か

なイラストレーターに惹かれて出向きました。行ってみたら魔物、魔女のような絵本がかなりある

一方、繊細で美しい絵本が見つかりました。美しさの奥に芯があるというのか、力強いものを感じ

ます。次第にポーランドの歴史に興味を持つようになりました。ちょっと知るだけでも、この国の

人々がつくったものにはどれほどの思いが込められているのだろうと思うようになりました。 

東西ヨーロッパの中間地点に位置し、周囲の大国による侵略から歴史上、何度も地図から姿を消

したり形を変えてきた国。独立を回復し自由を謳歌したのも束の間、第二次大戦勃発に伴い、ヒト

ラーのナチス・ドイツとスターリンのソ連に祖国を分断され、またしても苦難の道を歩むこととな

ります。1939～45 年までのナチスによる占領によって、どれほど大勢の知識人、文化人を失ったこ

とでしょうか。大戦後は再び独立国になりますが、ソ連による間接統治が半世紀以上、続きます。

いわゆる「スターリン体制」の強化による暗黒の時代･･･。作家、文化人を統制しましたが、彼らの

自由を追求するペンを折ることはできず、1957 年以降、文学はだいぶん息を吹き返します。 

ここで紹介する多くはザラっとした温かみがある紙に、色合い豊かなインクがのった懐かしい雰

囲気。そのなかから、豊かな詩や物語を支える魂の叫びー作家・画家たちの思いが伝わってきます。

知らずにいるのはあまりに惜しく、ぜひ実物をご覧いただきたい。今はネット上の無料 翻訳ソフ

トもあるので、巻頭の文や小見出しなど、ご自身で翻訳できると思います。 

なお、多くを出版した Nasza Księgarnia は「私たちの書店」の意。1921 年創立、ポーランドで
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もっとも古くから続く出版社で、戦後は国有出版社。 

   

A-42 

↑ポーランド

語版 

Przygody 

laleczki（大

人） 

文・画 Anna 

Gramatyka 

-Ostrowska 

ハードカバー 30P 天地 19.3 ㎝×左右 15.5 ㎝ほど 

参考商品。1925 年の古書で痛みが強いのですが、シ

ンプルなイラストながらとても印象深く感じて、この年

代にこんな本があったというご紹介まで。 

Anna Gramatyka-Ostrowska(1882 年～1958 年)はクラ

クフ出身。画家、グラフィック・アーティストで、画家

Antoni Gramatyka の娘。クラクフの女子美術学校で絵

画を、Laurens とパリのボザールでさらに学びました。

1900 年、クラクフのファインアーツ芸術協会の展覧会

でデビュー。肖像画を研究し、建築画を描いていまし

た。1912 年から 1919 年、ステンドグラスの窓、ポスタ

ー、印刷のマーク、ハガキなどのデザイン、イラストレ

ーションの仕事に携わりました。1925 年から 1930 年、

フランス南部に滞在。フォルムを簡素化するため、シ

ャープな輪郭線を使って描くのが好きなようです。 

痛みが強いため、海ねこのプライベート用のつもりで

すが、ご興味がある方がいらっしゃいましたらお譲りし

ます。ヤケ イタミ 綴じはずれ 裏表紙にラクガキ 

Księgarnia J. Czerneckiego, Warszawa Kraków 

1925

年 
品切れ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

20 世紀における最も有名なポーランドの前衛的アーティストであるティマーソン夫妻。若い読者たちのため、

知識と科学の世界にわかりやすいアプローチを試みました。"Poczta"は郵便の歴史、テレグラムなど人々のコミ

ュニケーション手段の開発、技術分野の知識を普及させる本。ご覧のように、ロシア絵本のような高い芸術性を

備えています。本書は 2014 年、復刊されました。 

ステファン・テイマーソン（1910 年～1988 年）は前衛派の作家、詩人、エッセイスト、哲学者、映画制作者、

作曲家。“意味論詩”の概念を唱えました。ポーランド語、フランス語、英語で執筆しました。医師の家族に生

まれ、1914 年から 1918 年にかけて、ロシア（リガ、サンクトペテルブルク、ヴェリキー・ルキ、ビリニュス）

で両親と一緒に過ごしました。ポーランドに戻った後、病気のため学校を 1 年間、休学。1928 年に高校卒業証

書を取得し、ワルシャワに留学、ワルシャワ大学で物理学を学び、1929 年にワルシャワ工科大学で建築に携わ

りました。その間、1927 年、写真や映画における実験的な試みを始めます。 
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A-43 

↑ポーランド

語版 

POCZTA（郵

便） 

文・画 Stefan 

Themerson, 

Franciszka W. 

Themerson 

ホッチキス綴じ 36P 天地 23.5 ㎝×左右 16.8 ㎝  

ヤケシミ、イタミはありますが、オリジナルは珍しいの

ではないかと思います。Wydawnictwo tygodnika 

Płomyk(ウイークリー炎 発行所),Warszawa 

1932

年 
品切れ 

  

A-44 

↑ポーランド

語版 Dwie 

Dorotki（ふた

りの道） 

Janina 

Porazińska 

 

Bajka 

Filmowa(寓話

フィルム） 

ホッチキス綴じ 28P 天地 18.6 ㎝×左右 19 ㎝ 姉妹

のうち、ひとりは勤勉でコツコツ働き、ひとりは怠け者。

勤勉な娘は王子様と結ばれてハッピーに・・・。人形劇

が映画化されたものの絵本化。ジャニナ・ポラジンスカ

（1882 年～1971 年）はポーランドの詩人、散文作家、

スウエーデン文学の翻訳家。教育や地下活動家とし

ての運動にも注力。ポーランドの民俗学を愛しており、

それに基づいて詩やおとぎ話を書いたことでも知られ

ます。有名なお話のようで、後年、いくつかの版が出

版されています。少イタミ FILMOWA AGENCJA  

WYDAWNICZA（映画出版代理店）,Warszawa 

57 年 品切れ 

    

A-45 

↑ポーランド

語版 Nocne 

kłopoty 

zabawek 

Doroty（ドロタ

のおもちゃ 

夜のトラブル） 

文・Elżbieta 

Ostrowska 

画・Janusz 

Jurjewicz 

ハードカバー 36P 天地 26 ㎝×左右 20 ㎝ほど 背ク

ロス装。夜中になると、おもちゃが動き出すというの

は、各国共通の絵本的世界ですね。色の黒い人形、

可愛いお人形、クマのお人形・・・夜中におもちゃたち

の間で騒動があって･･･。色黒のお人形くんは、憧れ

の彼女を危機からなんとか救おうと、おもちゃのお医

者さんを呼んできます。Elżbieta Ostrowska（1923 年～

2007 年）の文と Janusz Jurjewicz（1923 年～2005 年）

の絵の、みごとなコラボレーション。 

59 年 品切れ 

Franciszka W. Themerson (1907 年～1988 年）はポーランド ユダヤ人の画家、グラフィックアーティス

ト、イラストレーター、デザイナー。ワルシャワ音楽院とワルシャワ美術学院で学び、1931 年、ステファン・

テイマーソンと結婚。夫とともに実験的な映画を作り、映画作家協同組合を創設。彼女は作家、哲学者、雑

誌の編集者でもあり、1937 年に夫妻で渡仏。そののち英国へ移住。夫はロンドンで芸術作品を作り続け、劇

場のための衣装やセットを設計。ふたりは芸術的な活動や大学での講演などを精力的に続けました。 
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ポーランドで長く愛されて読み継がれている古典的な

絵本です。思い出の絵本として、ノスタルジックで自分

の中の大事なものとして愛しむポーランドの人も少なく

ないようです。表紙・裏表紙のはし・角少スレ 少ごく

薄くラクガキあと 綴じはしっかりしています。 

Nasza Księgarnia（私たちの書店）,Warszawa 

   

A-46 

↑ポーランド

語版 Domek 

z Piernika(ジ

ンジャーブレ

ッドクッキーの

おうち） 

文・Czesław 

Janczarski 

画・Janina 

Krzemińska

（ジャニナ・ク

ルゼミンスカ）   

ハードカバー 32P 天地 21 ㎝×左右 29.8 ㎝ほど 背

クロス装。夜の森を探検する少年、蜘蛛の巣があった

り、黒猫と魔女のおうちでバッタの馬車に乗ったり。や

がてお城にたどりついてお姫様とダンスをします。 

Czesław Janczarski、別名 Jan Antkiewicz（1911 年、ウ

クライナ生まれ。71 年、ワルシャワで没）は、ロシア語

の翻訳もし、大人向けに詩集を 7 冊出版しています。

でも、彼のもっとも大事なテーマは、子どもたちの創造

性。本の主題は、家庭や幼稚園における子どもたちの

生活、将来への展望でした。ワルシャワ市の賞、そし

て 1960 年には内閣総理大臣賞を受賞しています。 

Janina Krzemińska(1922 年～96 年）は、グラフィック・

アーティスト、イラストレーター、画家、雑誌 "Miś"の

長年に渡るアーティスティックな監督。 ワルシャワの

美術アカデミーを卒業し、ソポトの州立高等学校で学

びました。「読んでちょうだい、お母さん」シリーズの絵

本も手掛けています。次の”Prezygoda z-”（おさるさ

んと冒険）も彼女の絵です。ポーランドのオーソドック

スな古典的絵本の代表的画家さんだそうです。表紙・

裏表紙角・はしスレ。表紙のイラスト窓部分に小さな書

き込み。外装に少ヨゴレ、ホッチキスまわりに少イタミ

あるものの、中ページは保存良好です。 

Nasza Księgarnia（私たちの書店）,Warszawa 

60 年 品切れ 

    

A-47 

↑ポーランド

語版 

Przygoda 

文・Stefania 

Szuchowa（ス

テファニア・ス

ハードカバー 32P 天地 26 ㎝×左右 20 ㎝ 背クロス

装。子どもの頃の思い出と語るポーランドの人が多

い、人気の古典的 絵本です。これは 60 年の初版で

60 年 ￥5.000 
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z małpką（おさ

るさんと冒険） 

ツコワ） 

画・Janina 

Krzemińska

（ジャニナ・ク

ルゼミンスカ） 

すが、2014 年には Muse 社から再版されています。 

大好きなおさるのぬいぐるみをポケットに、お姉さんと

森へピクニックに出かける少年。おさるの名前は

Duduś。電車が走るとき、車輪が“Duduś Duduś”とメ

ロディーを奏でています。楽しいピクニック。ところが、

帰りの混雑した電車で、大事なぬいぐるみをなくして

大泣き。でも、警察官も懸命に探してくれて、無事見つ

かって･･･｡シンプルなお話ですが、子どもも大人も”あ

あ、よかった･･･”と安堵するようなお話です。 

Stefania Szuchowa（1890 年～1972 年）はワルシャワ

生まれ。ポーランドの作家、子どもとティーンエイジャ

ーのためのラジオ演奏の作者。クラコフのジャギエル

ロン大学で自然科学、文学を学びました。ドイツ占領

時代の 1939 年から 45 年、秘密の指導？に積極的で

した。戦争の後、彼女はラジオの子ども向け番組のた

め尽くしました。著作多数。Janina Krzemińska は、上

の絵本も含め、絵本の著作多数。 

表紙・裏表紙の角・はしスレあれど概ね良好 

Nasza Księgarnia（私たちの書店）,Warszawa 

   

A-48 

↑ポーランド

語版 MIŚ Z 

PARASOLEM

（傘をつけて） 

文・Janusz 

Minkiewicz 

画・Marian 

Eile,Jan 

Kamyczek 

ハードカバー 22P 天地 21.2 ㎝×左右 30 ㎝ほど 珍

しい本のようで、情報が少なく、詳細不明です。クマと

小さな鳥を描いた見返しのインパクトが大。イラストは

可愛らしくても、実は込められた思いが強い 1 冊かも。 

尾を紐で家具に縛られて家から出られず、どこにも行

けずにいたクマ。雨傘を尾にくくりつけて空から飛びま

す。途中で、傘をつけたまま尾が切れてしまいます

が、仲間が手にした布に落ちて無事でした。尾に固執

していたクマが、実は尾はなくても快適だと気づきま

す。ポーランド史の紆余曲折の狭間で作られた、社会

的メッセージ性をこめた絵本なのでしょうか。表紙・裏

表紙のはし・角少イタミ ヤケあれど保存良好  

Wydawnictwo Czytelnik,Warszawa 

60 年 品切れ 
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A-49 

↑ポーランド

語版 

Czarodziejski  

Młyn（妖精工

場） 

Alina i Jerzy 

Afanasjew 

画・Jerzy 

Afanasjew 

ハードカバー 68P 天地 23.3 ㎝×左右 16.5 ㎝ほど バル

ト海の面する北の出版社から出版された童話。不思議な

イラストに惹かれて仕入れてきました。前見返しに Plan 

Miasta Smętowa”（スメトーワの計画）、後ろ見返しに”

Mapa Swiata”（世界地図）というマップのようなイラストが

あります。Smetowo という架空の街を舞台にした童話。そ

の街の住民たちは、奇妙な呪文をかけられて、悲しみに

包まれていました。ただ、ふたりの子どもー名前は Filip（フ

ィリップ）とDorotkaーだけが呪文にかからず、笑うことがで

きたのです。ふたりが古い工場の謎を発見すれば、全世

界が救われます。ふたりは旅に出ました。さて、街は救わ

れるのでしょうか？ 裏表紙少ヤケシミ   

Wydawnictwo Morskie（海洋出版）Gdynia（グディニヤ） 

61

年 
品切れ 

  

  

A-50 ↑ポーランド 文・Maria ハードカバー 32P 天地 21.7 ㎝×左右 18.7 ㎝ 四季 64 品切れ 
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語版 Żółte 

chodaczki（黄

色い足元） 

Czerkawska  

画・Krystyna 

Stasiak 

折々の自然と、子どもの暮らしを詩とコラージュで飾った

1 冊。Maria Czerkawska Mauthner（1881 年～1973 年）

は、ポーランドの女流詩人、小説家、児童書の著者。ク

ラクフで亡くなりました。いずれの見開きも、表紙の赤が

はしにのぞき、計算された美しさ。学校図書館の使用本 

図書館のスタンプがありますが、ラベルなどはなく保存

良好 表紙・裏表紙のはし・角少イタミ  

Nasza Księgarnia（私たちの書店）,Warszawa 

年 

    

A-51 

↑ポーランド

語版 W 

MOIM OKNIE

（私の窓） 

文・Włodzimierz 

Domeradzki 

画・Teresa 

Wilbik 

ハードカバー 32P 天地 21.7 ㎝×左右 19.2 ㎝ 

Włodzimierz Domeradzki は、ポーランドの詩人、作家。

子どものための文学も手がけました。Teresa Wilbik は

1938 年、ワルシャワ生まれ。ワルシャワの美術アカデ

ミー グラフィック部門の卒業生。 ポーランドの女流イ

ラストレーター、児童書や雑誌のグラフィックを手がけ

ました。国内外の賞を多数、受賞しています。色づか

いやフォルムが独特で、洗練された印象を受けます。

表紙・裏表紙のはし・角・背にスレ 見返し少凸凹 

Nasza Księgarnia（私たちの書店）,Warszawa 

69

年 
品切れ 

    

A-52 

↑ポーランド

語版 O 

Małgosi,co się 

niczego nie 

bała(何もおそ

れていない） 

文・Anna 

Świrszczyńska  

画・Krystyna 

Witkowska 

ソフトカバー 48P 天地 21.3 ㎝×左右 19.3 ㎝ 短い物

語に、完成度の高いイラスト。ポーランドの絵本は、昔

の日本と同じく作家さん重視なのか、絵本であっても

イラストレーターの名前はごく小さくしか書かれていま

せん。きっと文も素晴らしいのだろうと思います。 

Anna Świrszczyńska（1909 年、ワルシャワ生まれ。84

年、クラクフで死去）は、ポーランドの女流詩人、劇作

家、散文家、子どもと若者向けの著者。Krystyna 

Witkowska (1937 年～2018 年)は、この先にある「フロ

リアンさんのクローバー」も描いています。図書館使用

本でスタンプはありますが未使用かも。保存良好です  

Nasza Księgarnia（私たちの書店）,Warszawa 

70

年 
品切れ 
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A-53 

↑ポーランド

語版 Co 

dzieci wiedzą

（子どもたちが

知っているこ

と） 

文・Kazimiera 

Iłłakowiczówn

a 画・Barbara 

Talarowska 

ハードカバー 56P 天地 25 ㎝×左右 20 ㎝ほど 背クロ

ス装。詩を書いているのは、著作多数、著名な女性詩人

（1892年 リトアニア ヴィリニュス生まれ。1983年 ポー

ランド ポズナンで没） 。ほんわかした目と、目力の強

い子ども・・・女流画家の画力を感じさせるカラフルな

絵、幻想的な絵が多数です。表紙・裏表紙のはし・角ス

レ 見返し、欄外はし少切れ目（欠損部なし）

Wydawnictwo Poznańskie（ポズナン出版社） 

70

年 
￥4.000 

   

A-54 

↑ポーランド

語版 

Deszczowa 

Muzyka（雨の

多い音楽） 

文・Joanna 

Kulmowa  

画・Janusz 

Stanny 

ハードカバー 44P 天地 19.3 ㎝×左右 21 ㎝ほど 背ク

ロス装。見返しに題字をデザインしたパターンがグラフィ

カルに配されています。溝を流れる雨は、鐘のよう。屋

根に打ち付ける雨は、退屈な春の雨。窓ガラスに降り付

ける雨は、静かなドラム。そして、魂とともに演奏され、

ナイチンゲールがナイチンゲールに囁くまでーそれはあ

なたのための音楽です。雨音を音楽のように見立てた

絵本ですが、詩に深い意味が込められているようです。 

Joanna Kulmowa は 1928 年、ポーランド ウッチ生まれ

の詩人、散文家、舞台芸術家、子どもと若者のための

本の作者、監督。ウッチ大学で歴史学を学んだのち、ウ

ッチの州立高等学校劇場で研究し、ワルシャワの州立

高等学校劇場で演出を行いました。ワルシャワ劇場で

監督の助手をつとめ、1955 年には Nasza Księgarnia 出

版社の劇場部門の編集者。劇場監督としてポズナンと

コザリンの劇場で働き、60 年代前半にはフィルハーモニ

ー管弦楽団でも働いています。70 年代の終わりに、野

党と協力しあって “Zapis”（記録）と “Pulsie”（鼓動）の

詩を発表。戒厳令ののち、彼女は地下出版の雑誌に作

品を発表し、人気の詩集となりました。子どものための

詩集はユーモアと深い歌詞の組み合わせが特色。朗読

もおこなって子どもの経験と想像力の世界にアピールし

71

年 
品切れ 
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てきました。アストリッド・リンドグレーン記念文学賞にも

ノミネートされています。Janusz Stanny（1932 年～2014

年）は A-61「ライオン」も描いています。ワルシャワ生ま

れ。グラフィック・アーティスト、ポスター・アーティスト、イ

ラストレーター、漫画家。1986 年から 2005 年には、ワル

シャワ美術アカデミー教授でした。 

Biuro Wydawnicze “Ruch”（「運動」出版社） 

   

A-55 

↑ポーランド

語版 

Pożegnanie 

baśni（おとぎ

話へのお別

れ）WIERSZE 

DLA DZIECI

（子どものた

めのポエム） 

文・Józef 

Ratajczak  

画・Tadeusz 

Piskorski 

ハードカバー 70P ほど 天地 19 ㎝×左右 21 ㎝ほど 

背クロス装。活字の組み方、イラスト・・・すべてがポエテ

ィック。 

Józef Grzegorz Ratajczak (1932 年～1999 年) はポーラ

ンドの詩人、作家、エッセイスト。ワルシャワ大学を卒

業、ポズナンのアダム・ミツキェヴィチ大学で 82 年、博士

号を取得しています。子どもと若者のための文学作品

多数。Tadeusz Piskorski は 1940 年、オストロフ・マゾヴィ

エッキ生まれ。65 年、ポズナンの州立高等学校美術学

校の内装建築部を卒業しました。表紙・裏表紙の角・は

しスレ 表紙・裏表紙の角、少表面はがれ 

Wydawnictwo Poznańskie（ポズナン出版社） 

72

年 

品切れ 

 

    

A-56 

↑ポーランド

語版 Jak to 

ze lnem było

（リネンをめぐ

るおとぎ話） 

Maria 

Konopnicka 

画・Bogdan 

Zieleniec 

ホッチキス綴じ 36P 天地 25.6 ㎝×左右 19.5 ㎝ 見開

きごとに 4 色×1 色。ポーランドに伝わる、貧しい人々に

とっては金のように貴重だったリネンの作り方に関する

おとぎ話。王様は素晴らしい王国を持っていました。美し

い果樹園、牧草地、森林、魚、鳥が暮らす自然豊かな

国。ですが、王様はまったく満足していませんでした。金

持ちをさらに金持ちにするための金がないと、王様はつ

ねに心配していました。ある日、王様はある老人と出会

います。金が育つといわれて種子を渡されて、種をまき

ますが、育ったのは王が望むようなものではありません

でした。王様は怒って老人を探すよう命じます。やがて、

娘が織ったみごとな麻布に王様は･･･｡ 

Bogdan Zieleniec は1917 年生まれ。ワルシャワのアカデ

ミー・オブ・ファイン・アーツの絵画・グラフィック芸術学部

で学び、ハバナのデザイン大学を共同で組織して、後に

教授として講演したりもしています。本のイラストのほ

73

年 

品切れ 
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か、彫刻、パステルカラーと微妙なラインのためにイン

キ塗装技術を使用したグラフィック・デザインなどで活

躍。1959 年には、ライプツィヒで開催された第 3 回国際

図書展のポーランド代表チームのメンバーとして、IBA

で銅メダルを獲得しました。図書館使用本。スタンプが

あり、扉はしに購入日書き込みはありますが保存良好

です。Nasza Księgarnia（私たちの書店）,Warszawa 

      

A-57 

↑ポーランド

語版  

Dookoła  

Chmurek（ま

わりに雲） 

文・Anna 

Przemyska 

画・Józef 

Wilkoń （ヨゼ

フ・ウィルコ

ン） 

おそらく著者

の献呈署名

入り 

ソフトカバー 52P 天地 28.3 ㎝×左右 20.5 ㎝ ご存じ、

ヨゼフ・ウィルコン。カラフルなイラストが満載で秀逸！ 

Anna Przemyska（1924 年～95 年）はクラクフ生まれ。ワ

ルシャワの政治科学アカデミー、外務省のメインスクー

ルでジャーナリズム研究。地下出版の作品で偽名を使

って詩人デビュー。84 年、首相賞を受賞しました。 

Józef Wilkoń（ヨゼフ・ウィルコン 1930 年～）は、

Wieliczka 近くの Bogucice で生まれたイラストレーター、

画家、彫刻家。幼少期、自然豊かな山村部で育ったた

め、大自然からもっとも影響を受けました。動物や自然

を好んで描きますが、自然を美化、理想化することはし

ません。クラクフの美術学校を経て、アカデミー・オブ・フ

ァインアーツ、Jagiellonian 大学で美術史を学び、1954 年

に修士号を取得。ポーランドで紙を見つけるのが困難な

50 年代でしたが、初の著作を 1959 年に出版。以来、子

どもと大人のために約 200 冊の本に寄稿し、作品は 20

以上の言語に翻訳されています。インク、水彩、パステ

ルを主に使いますが、芸術家として、さまざまなペイント

テクニックを好んで試しています。猫もたくさん描いてい

ます。80 年代、戒厳令と国の政治情勢に対する抗議と

してポーランドの出版社との仕事を中止。70 以上のプロ

ジェクトによって、外国の出版社と広範囲に活動しまし

た。イラストレーションの分野でポーランド人アーティスト

の代表的なひとりです。角僅かにソリ  

Wydawnictwo Literackie Krakow（クラクフ文学発行所） 

74

年 
品切れ 
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A-58 

↑ポーラン

ド語版 

Prawie 

wszystkie 

przygody 

Zuzanny

（ズザンナ

の冒険の

ほとんどす

べて） 

文・Ada 

Kopcińska 

-Niewiadomsk

a  

画・Mirosław 

Pokora 

ハードカバー 天地 25.7 センチ×左右 20 ㎝ほど 背クロス

装。見開きの右ページはイラスト。5 か月の子犬がキノコの

ある森へ行って猫に唸られたり。クッションをかじって中の

羽根をまき散らしたり。ときに退屈し、ときにイタズラをして

叱られ、楽しく遊ぶ夢にまどろむ・・・犬の表情が愛らしい！ 

作者 Ada は詩人、児童書の作家。ワルシャワ大学のポーラ

ンドとスラブの哲学学部を卒業。64 年、著書”Podlotki”でデ

ビュー。掲載されていた詩が同 64 年、アンネ・フランクの詩

のためのポーランド・ラジオのコンクールで第 1 位、84 年、

第 3 回国立グロコビックコンクールで第 1 位。70 年代、ワル

シャワの TVP（ポーランド・テレビ）児童青年芸術プログラム

の編集委員会のために尽くし、主に日曜夜の作者として活

躍しました。Mirosław Pokora (1933 年～2006 年）はワルシ

ャワの美術アカデミー卒。1955 年、週刊誌"Przyjaźń"（友

情）でデビューし、雑誌のグラフィック・デザイナー。イラス

ト、ポスターのアーティスト、風刺画の著者・画家として活躍

しました。表紙・裏表紙のはし・角スレ 見返しのど少イタミ   

Nasza Księgarnia（私たちの書店）,Warszawa 

75

年 
品切れ 

    

A-59 

↑ポーラ

ンド語版 

Pims , 

którego 

nie ma（そ

こにいな

い PIMS） 

文・Joanna 

Papuzińska 

画・Zdzisław 

Witwicki 

ハードカバー 40P 天地21.7㎝×左右19.3㎝ 背クロス装。

PIMS は、空想上の動物？ 最後のイラストにある、水かきの

ある不思議な動物。15 篇の詩を、夢のようなファンタジックな

イラストが飾っています。 

Joanna Papuzińska は 1939 年、ワルシャワ生まれの女流詩

人、作家、人文科学の教授。アストリッド・リンドグレーン記念

文学賞にノミネートされています。 

Zdzisław Witwicki は 1921 年生まれ。ワルシャワの美術アカ

デミーで学び、戦後、Nasza Księgarnia（私たちの書店）の編

集者でもありました。絵本・児童書 70 冊以上のイラストを手

掛けており、子ども向け雑誌でも活躍。カレンダー、ポストカ

ード、アルバムカバーのイラストレーターとしても活躍してい

ます。記名？消しあとあれど、保存良好  

Nasza Księgarnia（私たちの書店）,Warszawa 

75

年 
品切れ 
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A-60 

↑ポーラ

ンド語版 

Koniczyn

a Pana 

Floriana

（フロリア

ンさんの

クローバ

ー） 

文・Helena 

Bechlerowa 

画・Krystyna 

Witkowska 

ハードカバー 32P 天地 25.7 ㎝×左右 20 ㎝ほど 背クロス

装。 フロリアン氏は庭でクローバーを栽培し、動物たちがクロ

ーバーを味わってくれたら、と夢見ています。でも、動物にはそ

れぞれ夢があります。美しい黄金のハーネスと綱を夢見ていた

り、牧草地で自由に過ごして日光と新鮮な空気を味わいたいと

夢見ていたり・・・。さて、フロリアンさんの夢は実現するのでしょ

うか。Krystyna Witkowska (1937 年～2018 年)は、A-51「私の

窓」の画家さん。幻想的で繊細なイラストが印象的です。 

表紙・裏表紙の角・はしスレ 本文巻頭に少ペンあと 

Nasza Księgarnia（私たちの書店）,Warszawa 

76

年 
品切れ 

   

A-61 

↑ポー

ランド語

版（英語

併記）

LWY・

THE 

LIONS

（ライオ

ン） 

文・Hanna 

Januszewska 

画・Janusz 

Stanny 

ハードカバー 天地 19 ㎝ 横長のカラーが 5 点、ほかにもイラス

ト。背クロス装。怒ったとき、ライオンがいる、またライオンに会

いたい、と想像する少年。ポーランド語のみの版と、ポーランド

語・英語併記の版があるようで、これは後者。英文があるので、

（頑張れば）内容を把握しやすいと思います。 

Hanna Januszewska-Moszyńska（1905 年～80 年）はポーランド

の作家、詩人、翻訳者。ワルシャワ大学のポーランド哲学学部

を卒業し、 "Poezje"と題された一連の詩でデビュー。第二次世

界大戦中、彼女は地下出版の仕事をしていました。そののちウ

ッチに定住し、ポーランドの地方支部の編集長を務め、1948 年

にワルシャワに戻りました。彼女の作品には、時に民俗物語、

ポーランドの民俗舞踊、歴史的な出来事を綴った詩、物語が含

まれます。国家賞にノミネートされ、各国語に翻訳されていま

す。Janusz Stanny（1932 年～2014 年）は A-54「雨の音楽」など

も手掛けています。表紙・裏表紙の角・はしスレ 横長のイラス

トほか少オレすじ Krajowa Agencja Wydawnicza（全国出版社） 

77

年 
￥2.700 

    

A-62 ↑ポーラン 文・Małgorzata ホッチキス綴じ 28P 天地 13.2 ㎝×左右 14 ㎝ 薄手の小 82 品切れ 
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ド語版 

Rosalinka

（ロザリン

カ） 

Romanowska  

画・Ewa Rakoczy 

カバー・デザイン 

Janusz Stanny 

ぶりな絵本。昆虫や動物たちと楽しく暮らすロザリンカちゃ

んのお話。右ページにカラー・イラストが配されています。

子どものイラストのようなポップな雰囲気。カバー・デザイ

ンは先に紹介した「雨の多い音楽」「ライオン」の Janusz 

Stanny。裏表紙の欄外に少ヨゴレ  

Krajowa Agencja Wydawnicza（全国出版社） 

年 

  

A-63 

↑ポーランド語

版 Baśń o 

kocie w butach

（長靴をはいた

ネコ） 

Ewa 

Szelburg-Zarembina 

画・Wł. Krusiewicz 

ホッチキス綴じ 24P 天地 14.2 ㎝×左右 20.3

㎝ おなじみのお話ですが、どこか上品なネコで

す。保存良好 Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 

82 年 ￥3.300 

   

A-64 

↑ポーランド語

版 Kołysanka 

dla Marka（マル

カのための子守

歌） 

文・Anna 

ŚWIRSZCZYŃSKA   

画・Hanna Krajnik 

ハードカバー 12P 天地 18.4 ㎝×左右 20.3 ㎝ 背クロ

ス装。ボード絵本のような厚めの紙。初版は 70 年。これ

は 83 年の版です。 少年が今晩、眠れるかしら、とママ

は心配していました。というのは、部屋の壁に飾った鹿

の絵を怖がるからです。ママの心配をよそに、鹿が果物

を運んできてくれたー少年はそんな夢を見ました。羽根

のはえた馬も出てきて、少年はベッドを動物たちに譲っ

て、自分はマットでスヤスヤと眠ります。角少ソリあれど

良好 Nasza Księgarnia（私たちの書店）,Warszawa 

83

年 
品切れ 

   

A-65 

↑ポーラン

ド語版  

Nie płacz, 

koziołku（泣

かないで、

ヤギ） 

文・Sergiusz 

Michałkow（ロシ

ア セルゲイ・ミ

ハルコフ） 

ポーランド語訳・

Maria Górska  

ホッチキス綴じ 28P 天地 25.2 ㎝×左右 19.6 ㎝ほど 母親

から注意されていたのに、子ヤギは冒険に出て、雷と豪雨

に巻き込まれます。川の氾濫で小さな島にポツリ取り残され

たヤギ。怖いオオカミに食べられてしまいそう。でも、ほかの

動物たちと協力しあってなんとか無事、おうちに帰れて･･･。

イラストが暗くて怖いけれども、妙に惹きつけられます。 

83

年 
￥3.000 
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画・Antoni 

Boratyński 

Antoni Boratyński（1930 年～2015 年）はポーランドのグラフ

ィック・アーティスト、画家、イラストレーター。ワルシャワのア

カデミー芸術院、ブダペストのアカデミー芸術学部で学びま

した。イラストレーターとして多くのポーランドの出版社と協

力。最も美しい本のコンテスト、内閣総理大臣賞ほか受賞多

数。海外 16 か国で本を紹介されました。シミ 少ヨレ  

Nasza Księgarnia（私たちの書店）,Warszawa 

    

A-66 

↑ポーラン

ド語版 

Dziecię 

Elfów 

（親指姫） 

Hans 

Christian 

Andersen(アン

デルセン） 

画・Olga 

Siemaszko 

初版は 56 年。ホッチキス綴じ 52P 天地 15 ㎝×左右 15.7

㎝。おなじみ「親指姫」の小ぶりな絵本。Olga Aleksandra 

Siemaszko (1911 年～2000 年）は、クラクフで生まれ、ワルシャ

ワで亡くなったグラフィック・アーティスト、女流画家、イラストレ

ーター。雑誌の編集をしたり、住宅紹介の書籍・雑誌の仕事を

したり、冷戦時代にポーランド統一労働者党のメンバーだった

ことも。長年、さまざまな出版社と協力しあいながら 200 冊以

上の絵本・児童書にかかわっており、ポーランドの絵本・児童

書における代表的なイラストレーターのひとり。 

扉はじ、購入日などの書き込み。図書館使用本。スタンプがあ

り、僅かにオレすじありますが保存良好  

Nasza Księgarnia（私たちの書店）,Warszawa 

86

年 
￥2.900 

   

A-67 

↑ポーラン

ド語版 

Złota 

różdżka（も

じゃもじゃペ

ーター） 

Heinrich 

Hoffmann （ ハ

インリッヒ・ホ

フマン） 

画・Bohdan 

Nowakowski 

ホッチキス綴じ 20P 天地 22.3 ㎝×左右 16.6 ㎝ほど 「もじゃ

もじゃペーター」はポーランドでも人気。さまざまなイラストレー

ターによる絵本が作られてきました。これは 1933 年、ポーラン

ド語版（Artystyczne i Filmowe 社）の復刻版。 

Bohdan Bartłomiej Nowakowski（1887 年～1945 年）はポーラン

ドのイラストレーター、漫画家、グラフィック・アーティスト。幼少

時すでに優れた芸術的な才能を発揮し、ポーランドの郵便切

手デザイナー、ユーモア雑誌、漫画家のイラストレーターとし

て有名になりました。ナチスの占領下、占領された都市の日

常生活を示す風刺画を作成。ワルシャワ蜂起の間、負傷して

ブロニシュフに移送されて亡くなりました。 

Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe（芸術監督と映画出版社） 

87

年 
品切れ 
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A-68 

↑ポーランド語版  

Jak jeden malarz 

chciał namalować 

szczęśliwego 

motyla（しあわせな

ちょうちょう） 

Irena Jurgielewiczowa（イレー

ナ・ユルギェレビチョーバ） 

画・Janusz Grabiański（ヤヌ

ス・グラビアンスキー ヤーヌ

シ・グラビアンスキー） 

ハードカバー 56P 天地 21.8 ㎝×

左右 19.7 ㎝ 表紙・裏表紙の角・は

し少スレあれど保存良好 

Nasza Księgarnia（私たちの書

店）,Warszawa 

74

年 
品切れ 

  

A-69 

↑ポーラン

ド語版 Kot 

w Butach

（長靴をは

いたネコ） 

Hanna Januszewska 

画・Janusz Grabiański

（ヤヌス・グラビアンス

キー ヤーヌシ・グラ

ビアンスキー） 

ホッチキス綴じ 36P 天地 23.9 ㎝×左右 19.4 ㎝ 

ハードカバーもありますが、これはペラペラ絵本。画

家の希望かと思いますが、水色の紙を使っていて、

独特の空気をかもし出しています。 

Nasza Księgarnia（私たちの書店）,Warszawa 

86

年 
品切れ 

タイトルを直訳すると「ひとりの画家が、幸福な蝶を描こうと思った」。日本語訳は「しあわせなちょうちょ

う」。絵描きのおじさんとハーニャは仲良し。ハーニャの誕生日におじさんは絵を描いてくれることになりまし

た。ハーニャのリクエストは「幸せなものを描いて」。絵描きのおじさんはちょうちょうの絵を描いて、そのち

ょうちょうに幸せかどうかを尋ねます。少女の写真と美しい絵が組み合わさった絵本。 

イレーナ・ユルギェレビチョーバ（1903 年～2003 年）は小説家、教育者。1933 年、”Wiedza iŻycie”誌でエ

ッセイストとしてデビュー。彼女は偽名を使って教育し、第二次世界大戦中にドイツ空軍が運営していた収容所

に入っていた時期があります。1946 年、国に帰って、ワルシャワ大学で成人教育理論を講義。教育者として活躍

するとともに、ポーランド作家協会のメンバーでもありました。著書多数で、とりわけ「この見知らぬ人」（61

年）は IBBY の名誉リストにもあげられ、多数の言語に翻訳されました。ヤヌス・グラビアンスキー（1929 年～

1976 年）はグラフィック・アーティスト、ポスター・アーティスト、イラストレーター。クラクフの美術アカデ

ミー、アカデミー・オブ・ファイン・アーツ・オブ・ワルシャワで学びました。卒業後、子ども向け書籍のイラ

ストレーター、ポスターや広告グラフィックのシリーズで活躍。日本でもよく知られている絵本画家さんです。 
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A-70 

↑ポーラ

ンド語版 

Daszeńka

（ダーシェ

ンカ）

Daszeńka 

czyli 

Żywot 

szczeniaka

（子犬の人

生） 

Karel Čapek（カ

レル・チャペッ

ク） 

ポーランド語

訳・Jadwiga 

Bułakowska 

ハードカバー 72P ほど 天地 24.3 ㎝×左右 16.8 ㎝ほど 

1933年、チェコで出版された「ダーシェンカ、子犬の生活」。

この本はやっぱりポーランドでも人気。ポーランド語版は同

社から 1950 年に出版され、その後、装丁が変わりながら

長く愛されている様子。89 年の装丁は、一見、別の本かと

思うようなユニークな雰囲気です。子犬の写真が 15 ペー

ジ、写真ページがとても良いです。ダーシェンカの各国版

を集めたい方、ぜひどうぞ。表紙・裏表紙の角少スレあれ

ど保存良好。Nasza Księgarnia（私たちの書店）,Warszawa 

89

年 
￥3.300 

Poczytaj Mi Mamo(ママ、私に読んでちょうだい）シリーズ  

A-71 17 冊一括 4 万円 Nasza Księgarnia,Warszawa 

ハードカバーで再版が進んでいるようですが、ホッチキス綴じのこのタイプが元バージョン。「年

代が古いものは、判型が変わるんです」と古書店の人が話していました。60 年代あたりのものなど、

品質の高さに驚かされます。それぞれ 20P 天地 16.7㎝×左右 23.9㎝。見開きごとにカラー×1色。 
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 Kolega（同僚） 
Wł.Kozłowski  

画・Antoni Pucek 

木のベンチに文字を彫り込んでいる少

年。少年の日々の暮らし。 
54 年 

 
Rośniemy razem(僕たちは一

緒に成長する） 

Tadeusz Kubiak  

画・Bronisław Kieszkowski 

よく眠り、よく働いて、社会のためにと

もに生きていこう 裏表紙はし少ヤケ 
55 年 

 
List z Bułgarii（ブルガリアか

らの手紙） 

Anna Chodorowska  

画・Anna Hoffmanowa  

編・Irena Nowakowa 

ブルガリアに住む兄妹が、ワルシャワ

で暮らす女性に手紙を書きます。裏表

紙はし少ヤケ、裏表紙はし少切れ目

（欠損部なし） 

55 年 

 
KŁOPOTY BABULEŃKI（バブ

リンカさんちのトラブル） 

Halina Pietrusiewicz  

画・Hanna Włoczewska 

猫、犬、2 頭のアヒル、3 頭のニワトリ、

豚･･･8 頭の動物たちを飼っているおば

あさん。数を数えるのが大変です。 

59 年 

 
Ulepianki malowanki （ウレピ

アンキの色づけ） 

Helena Krukówna  

画・W.Andrzejewsi 

少年が粘土細工に色を塗って作った

人形たちのお話のようです。図書館使

用本 スタンプあり 背ややイタミ 

60 年 

 Czerwony Parasol(赤い傘） 

フランス語からのポーランド

語訳・Jadwiga 

Wełykanowicz  

画・Maria Orłowska  

ウサギ、ブタ、ロバ、ゾウ、キリン・・・傘

にどんどん動物を入れてあげたら満杯

に。キリンが傘をさしたら、高さがすごく

なって逆に皆がズブ濡れに。良好 

61 年 

 
Lis i zając（キツネと野ウサ

ギ） 

Aleksander Rymkiewicz 

画・Janina Krzemińska 

雪の中、キツネと野ウサギのシーン

が。間に、子どもたちがキツネと野ウサ

ギに扮して遊ぶシーンが挟み込まれて

います 良好 

62 年 

 
O Elżbietce i o jej 

braciszku(Elżbieta と兄弟） 

Stefania Szuchowa  

画・B.Sarbicka-Adamek 

森に出かけた兄妹。葉を髪につけた

り、キノコを集めたり 良好 
62 年 

 
Oj,sikorko, sikoreczko・・・(あ

あ、おっぱい） 

Teofil Lenartowicz ミュー

ジカル推敲・Olga Lada  

画・Jerzy Karolak 

本文ラスト 4P は譜面。古くからある歌

をもとにした絵本 裏表紙オレすじ、背

少イタミ 

62 年 

 
NARODZINY  RZEKI（川の

誕生） 

Elżbieta Ostrowska  

画・Anna Zieleńcowa 

上流で水が集まって川となり、やがて

海へ注ぎこむまで 表紙に少切れあと

（補修ズミ 欠損部なし）あれど良好 

63 年 

 

O gąskach, które szukały 

morza（海を探していたガチョ

ウ） 

Zofia Lewandowska  

画・Barbara 

Sarbicka-Adamek 

3 羽のガチョウが海を探して・・・。コラ

ージュを取り入れたイラスト 裏表紙は

し少シミあれど良好 

65 年 

 
Jedzie,jedzie Mróz（寒い中で

も、どんどん進む） 

Halina Pietrusiewicz  

画・Wanda Żmihorska 

ミセス・ウインターがもう足が痛くて進

めないというので、乗り物を次々、調達

しては前に進んでいきます 良好 

67 年 

 
Kłopoty króla Gwoździka（王

様の悩みごと） 

Igor Sikirycki  

画・Barbara Dutkowska 

娘とともに、お城で暮らしていた王様。

高い高い煙突をとても誇りに思ってい

ました。ところが、煙突の調子が悪くな

ってしまって・・・ 概ね良好 

69 年 

 Wspólne morze(みんなの海） 
Maria Kowalewska  

画・Barbara Świdzińska  

船に憧れる子どもたち。隣家の庭に船

が置かれていたのですが、やっぱり海

に浮かべて走らせてみたい 良好 

70 年 

 Psie rozmowy（犬の話） 
Halina Pietrusiewicz  

画・Janusz Towpik 

上の「バブリンカさんちのトラブル」と同

じ作者。犬どうしのやりとり、犬しか出

てこない絵本 角オレ 背少イタミ 裏

表紙シミ 

70 年 

 WIO,KUCYKU（行け、ポニー） 
Franciszek Kobryńczuk 

画・Halina Zakrzewska 

馬車に乗せてもらった子どもたち。動

物園へ出かけて、くじゃく、ペリカン、シ

マウマ、フラミンゴ・・・いろんな動物を

目にするお話 良好 

71 年 

 JAK KOGUT Halina Koszutska 農場で暮らすニワトリらを描いています 79 年 
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GOSPODAROWAŁ（どのよう

に飼われたか） 

画・Wiesława Grosset 表 2 に名前をかくすラベル シミ 

RUSSIA ロシア 

   

A-72 

ロシア語版 

Сказк

и（おとぎ話） 

画・Билиби

н Иван  

Яковлеви

ч（Ivan 

Yakovlevich 

Bilibin イワン・ビリ

ービン） 

S.プーシキン、ロシアの民話や叙事詩にイワン・ビ

リービン画が添えられた主な作品を網羅した1冊。

本来バラバラの薄い絵本だった「イワン王子と火

の鳥と灰色オオカミ」「うるわしのワシリーサ」「漁

師と魚の物語」などなどを 1 冊に集めてあります。

現代の印刷技術でどこまで再現されているのか、

見てのお楽しみ。美品 ID Mescheryakova 

2012

年 
￥7,000 

   

 

 

 

 

 

A-73 

インドネシア語版 

APA JANG BAIK 

DAN APA JANG 

BURUK（いいってど

んなこと？ 悪いっ

てどんなこと？）Ч

ТО ТАКОЕ 

ХОРОШО И 

ЧТО ТАКО

Е ЛЮБАЯ 

W.Majakovski

（ウラジミー

ル・マヤコフス

キー） 

インドネシア

語訳・

SARASWATI  

画・W.Kirilllov

（キリロフ・ヴ

ェ） 

ホッチキス綴じ 24P 天地 27.8 ㎝×左右 21.5 ㎝

ほど 日本語版「いいってどんなこと？ わるいっ

てどんなこと？」（81 年 新読書社）で（現在は入手

難か）、おなじみの方もあるかと。しかし、このイン

ドネシア語版はページをめくると、鮮烈なカラーに

目を見張らせられます。特色インクをベタベタっと

厚く厚く重ねて印刷してあります。今の日本で、汚

れを嫌うため厚く重ねて印刷しないのと真逆。大

胆ですが、その分、インパクト大。シミあるものの

良好 もとは PENERBIT"PROGRESS"Moskwa 

年

代

不

明 

￥18,000 

 

かわいいぼうやがやってきて おとうさんにききました。「いいことって どんなこと？ わるいことって 

どんなこと？」 さあ、おいでよ こどもたち おとうさんがいったこと みんな おしえてあげようね い

いかい よおく きくんだよ あめがしとしとふったあと おひさま ぱっとかがやいた それはとってもい

いことさ おとなにとっても こどもにも（新読書社版より 訳・松谷さやか） 

ウラジミール・マヤコフスキー（1893 年～1930 年）は十月革命を「私の革命」と呼んで歓迎したアヴァンギ

ャルド詩人。傑作絵本「海と灯台についての私の本」で迫り来る闇の時代を予感しつつも未来への希望を力強

く謳いあげました。しかしながら時勢の変化に絶望し、ピストルで命を絶ちました。 


