
① 広告主名 オーファンワークス実証事業実行委員会

②著作物等のジャンル 言語、美術、写真およびその他（CMのナレーション、出演者）の著作物

③ 著作物等の概要 (1)株式会社フレーベル館発行の「キンダーブック」に掲載された写真。（詳細別紙1）

同社発行の「キンダーブック」のうち1927年（昭和2年）の創刊号～1989年（昭和64年）3月号までの

同誌をデジタルアーカイブ化するとともにDVDに収録して販売するにあたり、

同誌に掲載の写真の著作権者が一部判明せず、情報提供を求めています。

(2)モデル雅子さん出演作品である写真、コピー、CMの音楽、ナレーション・出演者等。（詳細別紙2）

個人が、モデル雅子さんのドキュメンタリー映画を制作するにあたり、

雅子さんの出演作品に関する著作権者が判明せず、または連絡がとれず情報提供を求めています。

(3)英文、また大学入試問題に使用された和文・英文。（詳細別紙3）

株式会社プランディットが、英文、また大学入試問題に使用された和文・英文を、同社が発行する

教材等に掲載するにあたり、同著作物の著作権者が判明せず、

　または連絡がとれず情報提供を求めています。

④ 連絡先 オーファンワークス実証事業実行委員会

<申請事務担当>　一般社団法人日本写真著作権協会

住所：〒102-0082 東京都千代田区一番町25 JCIIビル

TEL：03-3221-6655 　 E-mail：jpca-info@jpca.gr.jp

以上

権利者を探しています

以下の内容についてのお問い合わせ、お心当たりのある方は④連絡先にご連絡くださいますようお願い致します。



(1)株式会社フレーベル館発行の「キンダーブック」に掲載された写真、絵、文章等。（別紙1）

№ 題号 著作者 制作・発行元・発行年　等 著作物のジャンル

1 あまみのくろうさぎ
田中光常,竹田津 実のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただし田中光常については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『キンダーブック　5～6才』第２６集
第４編 やま  1971年7月発行

写真

2 いいずな
田中光常,竹田津 実のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただし田中光常については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『キンダーブック　5～6才』第２６集
第４編 やま  1971年7月発行

写真

3 うぞなきうさぎ
田中光常,竹田津 実のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただし田中光常については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『キンダーブック　5～6才』第２６集
第４編 やま  1971年7月発行

写真

4 えぞももんが
田中光常,竹田津 実のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただし田中光常については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『キンダーブック　5～6才』第２６集
第４編 やま  1971年7月発行

写真

5 えぞゆきうさぎ
田中光常,竹田津 実のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただし田中光常については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『キンダーブック　5～6才』第２６集
第４編 やま  1971年7月発行

写真

6 きたきつね
田中光常,竹田津 実のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただし田中光常については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『キンダーブック　5～6才』第２６集
第４編 やま  1971年7月発行

写真

7 しまりす
田中光常,竹田津 実のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただし田中光常については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『キンダーブック　5～6才』第２６集
第４編 やま  1971年7月発行

写真

8 にほんざる
田中光常,竹田津 実のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただし田中光常については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『キンダーブック　5～6才』第２６集
第４編 やま  1971年7月発行

写真

9 にほんしか
田中光常,竹田津 実のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただし田中光常については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『キンダーブック　5～6才』第２６集
第４編 やま  1971年7月発行

写真

10 ひぐま
田中光常,竹田津 実のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただし田中光常については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『キンダーブック　5～6才』第２６集
第４編 やま  1971年7月発行

写真

11 ほんどだぬき
田中光常,竹田津 実のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただし田中光常については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『キンダーブック　5～6才』第２６集
第４編 やま  1971年7月発行

写真

12 ほんどりす
田中光常,竹田津 実のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただし田中光常については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『キンダーブック　5～6才』第２６集
第４編 やま  1971年7月発行

写真

13 むささび
田中光常,竹田津 実のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただし田中光常については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『キンダーブック　5～6才』第２６集
第４編 やま  1971年7月発行

写真

14 えんとつ
広田尚敬,吉野　信,舟艇協会出版部のいずれかの著作物と思われ
るが著作者の特定ができず不明。ただし広田尚敬,吉野　信につ
いては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『キンダーブック　5～6才』第２６集
第６編 ひこうきの　たび  1971年9月発行

写真
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(1)株式会社フレーベル館発行の「キンダーブック」に掲載された写真、絵、文章等。（別紙1）

№ 題号 著作者 制作・発行元・発行年　等 著作物のジャンル

15 かざぐるま
広田尚敬,吉野　信,舟艇協会出版部のいずれかの著作物と思われ
るが著作者の特定ができず不明。ただし広田尚敬,吉野　信につ
いては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『キンダーブック　5～6才』第２６集
第６編 ひこうきの　たび  1971年9月発行

写真

16 かみのけ
広田尚敬,吉野　信,舟艇協会出版部のいずれかの著作物と思われ
るが著作者の特定ができず不明。ただし広田尚敬,吉野　信につ
いては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『キンダーブック　5～6才』第２６集
第６編 ひこうきの　たび  1971年9月発行

写真

17 きかい
広田尚敬,吉野　信,舟艇協会出版部のいずれかの著作物と思われ
るが著作者の特定ができず不明。ただし広田尚敬,吉野　信につ
いては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『キンダーブック　5～6才』第２６集
第６編 ひこうきの　たび  1971年9月発行

写真

18 グライダー
広田尚敬,吉野　信,舟艇協会出版部のいずれかの著作物と思われ
るが著作者の特定ができず不明。ただし広田尚敬,吉野　信につ
いては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『キンダーブック　5～6才』第２６集
第６編 ひこうきの　たび  1971年9月発行

写真

19 さざなみ
広田尚敬,吉野　信,舟艇協会出版部のいずれかの著作物と思われ
るが著作者の特定ができず不明。ただし広田尚敬,吉野　信につ
いては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『キンダーブック　5～6才』第２６集
第６編 ひこうきの　たび  1971年9月発行

写真

20 すいじょうスキー
広田尚敬,吉野　信,舟艇協会出版部のいずれかの著作物と思われ
るが著作者の特定ができず不明。ただし広田尚敬,吉野　信につ
いては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『キンダーブック　5～6才』第２６集
第６編 ひこうきの　たび  1971年9月発行

写真

21 せんぷうき
広田尚敬,吉野　信,舟艇協会出版部のいずれかの著作物と思われ
るが著作者の特定ができず不明。ただし広田尚敬,吉野　信につ
いては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『キンダーブック　5～6才』第２６集
第６編 ひこうきの　たび  1971年9月発行

写真

22 たこあげ
広田尚敬,吉野　信,舟艇協会出版部のいずれかの著作物と思われ
るが著作者の特定ができず不明。ただし広田尚敬,吉野　信につ
いては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『キンダーブック　5～6才』第２６集
第６編 ひこうきの　たび  1971年9月発行

写真

23 たんぽぽ
広田尚敬,吉野　信,舟艇協会出版部のいずれかの著作物と思われ
るが著作者の特定ができず不明。ただし広田尚敬,吉野　信につ
いては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『キンダーブック　5～6才』第２６集
第６編 ひこうきの　たび  1971年9月発行

写真

24 とび
広田尚敬,吉野　信,舟艇協会出版部のいずれかの著作物と思われ
るが著作者の特定ができず不明。ただし広田尚敬,吉野　信につ
いては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『キンダーブック　5～6才』第２６集
第６編 ひこうきの　たび  1971年9月発行

写真

25 はた
広田尚敬,吉野　信,舟艇協会出版部のいずれかの著作物と思われ
るが著作者の特定ができず不明。ただし広田尚敬,吉野　信につ
いては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『キンダーブック　5～6才』第２６集
第６編 ひこうきの　たび  1971年9月発行

写真

26 ふうりん
広田尚敬,吉野　信,舟艇協会出版部のいずれかの著作物と思われ
るが著作者の特定ができず不明。ただし広田尚敬,吉野　信につ
いては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『キンダーブック　5～6才』第２６集
第６編 ひこうきの　たび  1971年9月発行

写真

27 ヨット
広田尚敬,吉野　信,舟艇協会出版部のいずれかの著作物と思われ
るが著作者の特定ができず不明。ただし広田尚敬,吉野　信につ
いては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『キンダーブック　5～6才』第２６集
第６編 ひこうきの　たび  1971年9月発行

写真

28 風車
広田尚敬,吉野　信,舟艇協会出版部のいずれかの著作物と思われ
るが著作者の特定ができず不明。ただし広田尚敬,吉野　信につ
いては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『キンダーブック　5～6才』第２６集
第６編 ひこうきの　たび  1971年9月発行

写真
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(1)株式会社フレーベル館発行の「キンダーブック」に掲載された写真、絵、文章等。（別紙1）

№ 題号 著作者 制作・発行元・発行年　等 著作物のジャンル

29 いぬたで
赤石沢 康彦,佐藤有恒,天木茂晴,岡　義雄のいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただし赤石沢 康彦,佐藤有
恒については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『キンダーブック　5～6才』第２６集
第７編 やさいと　くだもの  1971年10月発行

写真

30 おかとらのお
赤石沢 康彦,佐藤有恒,天木茂晴,岡　義雄のいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただし赤石沢 康彦,佐藤有
恒については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『キンダーブック　5～6才』第２６集
第７編 やさいと　くだもの  1971年10月発行

写真

31 おみなえし
赤石沢 康彦,佐藤有恒,天木茂晴,岡　義雄のいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただし赤石沢 康彦,佐藤有
恒については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『キンダーブック　5～6才』第２６集
第７編 やさいと　くだもの  1971年10月発行

写真

32 かわらなでしこ
赤石沢 康彦,佐藤有恒,天木茂晴,岡　義雄のいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただし赤石沢 康彦,佐藤有
恒については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『キンダーブック　5～6才』第２６集
第７編 やさいと　くだもの  1971年10月発行

写真

33 ききょう
赤石沢 康彦,佐藤有恒,天木茂晴,岡　義雄のいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただし赤石沢 康彦,佐藤有
恒については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『キンダーブック　5～6才』第２６集
第７編 やさいと　くだもの  1971年10月発行

写真

34 くず
赤石沢 康彦,佐藤有恒,天木茂晴,岡　義雄のいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただし赤石沢 康彦,佐藤有
恒については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『キンダーブック　5～6才』第２６集
第７編 やさいと　くだもの  1971年10月発行

写真

35 すすき
赤石沢 康彦,佐藤有恒,天木茂晴,岡　義雄のいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただし赤石沢 康彦,佐藤有
恒については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『キンダーブック　5～6才』第２６集
第７編 やさいと　くだもの  1971年10月発行

写真

36 たいあざみのつぼみ
赤石沢 康彦,佐藤有恒,天木茂晴,岡　義雄のいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただし赤石沢 康彦,佐藤有
恒については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『キンダーブック　5～6才』第２６集
第７編 やさいと　くだもの  1971年10月発行

写真

37 たいあざみのはな
赤石沢 康彦,佐藤有恒,天木茂晴,岡　義雄のいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただし赤石沢 康彦,佐藤有
恒については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『キンダーブック　5～6才』第２６集
第７編 やさいと　くだもの  1971年10月発行

写真

38 ひがんばな
赤石沢 康彦,佐藤有恒,天木茂晴,岡　義雄のいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただし赤石沢 康彦,佐藤有
恒については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『キンダーブック　5～6才』第２６集
第７編 やさいと　くだもの  1971年10月発行

写真

39 ひがんばなと蝶
赤石沢 康彦,佐藤有恒,天木茂晴,岡　義雄のいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただし赤石沢 康彦,佐藤有
恒については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『キンダーブック　5～6才』第２６集
第７編 やさいと　くだもの  1971年10月発行

写真

40 ふじばかま
赤石沢 康彦,佐藤有恒,天木茂晴,岡　義雄のいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただし赤石沢 康彦,佐藤有
恒については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『キンダーブック　5～6才』第２６集
第７編 やさいと　くだもの  1971年10月発行

写真

41 やまはぎ
赤石沢 康彦,佐藤有恒,天木茂晴,岡　義雄のいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただし赤石沢 康彦,佐藤有
恒については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『キンダーブック　5～6才』第２６集
第７編 やさいと　くだもの  1971年10月発行

写真

42 よめな
赤石沢 康彦,佐藤有恒,天木茂晴,岡　義雄のいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただし赤石沢 康彦,佐藤有
恒については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『キンダーブック　5～6才』第２６集
第７編 やさいと　くだもの  1971年10月発行

写真
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(1)株式会社フレーベル館発行の「キンダーブック」に掲載された写真、絵、文章等。（別紙1）

№ 題号 著作者 制作・発行元・発行年　等 著作物のジャンル

43 りんどう
赤石沢 康彦,佐藤有恒,天木茂晴,岡　義雄のいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただし赤石沢 康彦,佐藤有
恒については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『キンダーブック　5～6才』第２６集
第７編 やさいと　くだもの  1971年10月発行

写真

44 アイスホッケー下段
ユニフォト,日本写真新聞社のいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。

フレーベル館『キンダーブック　5～6才』第２６集
第１１編 にれの　まち  1972年2月発行

写真

45 アイスホッケー上段
ユニフォト,日本写真新聞社のいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。

フレーベル館『キンダーブック　5～6才』第２６集
第１１編 にれの　まち  1972年2月発行

写真

46 かいてんきょうぎ
ユニフォト,日本写真新聞社のいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。

フレーベル館『キンダーブック　5～6才』第２６集
第１１編 にれの　まち  1972年2月発行

写真

47 きょりきょうぎ
ユニフォト,日本写真新聞社のいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。

フレーベル館『キンダーブック　5～6才』第２６集
第１１編 にれの　まち  1972年2月発行

写真

48 しゃげきじょう
ユニフォト,日本写真新聞社のいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。

フレーベル館『キンダーブック　5～6才』第２６集
第１１編 にれの　まち  1972年2月発行

写真

49 ジャンプきょうぎ
ユニフォト,日本写真新聞社のいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。

フレーベル館『キンダーブック　5～6才』第２６集
第１１編 にれの　まち  1972年2月発行

写真

50 スピードスケート
ユニフォト,日本写真新聞社のいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。

フレーベル館『キンダーブック　5～6才』第２６集
第１１編 にれの　まち  1972年2月発行

写真

51 せなかにじゅう
ユニフォト,日本写真新聞社のいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。

フレーベル館『キンダーブック　5～6才』第２６集
第１１編 にれの　まち  1972年2月発行

写真

52 フィギュアスケート
ユニフォト,日本写真新聞社のいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。

フレーベル館『キンダーブック　5～6才』第２６集
第１１編 にれの　まち  1972年2月発行

写真

53 ふくごうきょうぎ
ユニフォト,日本写真新聞社のいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。

フレーベル館『キンダーブック　5～6才』第２６集
第１１編 にれの　まち  1972年2月発行

写真

54 ボブスレー
ユニフォト,日本写真新聞社のいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。

フレーベル館『キンダーブック　5～6才』第２６集
第１１編 にれの　まち  1972年2月発行

写真

55 リュージュ
ユニフォト,日本写真新聞社のいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。

フレーベル館『キンダーブック　5～6才』第２６集
第１１編 にれの　まち  1972年2月発行

写真

56 あぶらぜみ

岸田 功,栗林　慧,坂水健祐,神代照路,佐藤有恒,桜井淳史のいずれ
かの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし岸田
功,栗林　慧,坂水健祐,神代照路,佐藤有恒については二次使用許諾
取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２７集
第４編 そだてましょう  1972年7月発行

写真
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57 うか右

岸田 功,栗林　慧,坂水健祐,神代照路,佐藤有恒,桜井淳史のいずれ
かの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし岸田
功,栗林　慧,坂水健祐,神代照路,佐藤有恒については二次使用許諾
取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２７集
第４編 そだてましょう  1972年7月発行

写真

58 うか左

岸田 功,栗林　慧,坂水健祐,神代照路,佐藤有恒,桜井淳史のいずれ
かの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし岸田
功,栗林　慧,坂水健祐,神代照路,佐藤有恒については二次使用許諾
取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２７集
第４編 そだてましょう  1972年7月発行

写真

59 かぶとむし

岸田 功,栗林　慧,坂水健祐,神代照路,佐藤有恒,桜井淳史のいずれ
かの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし岸田
功,栗林　慧,坂水健祐,神代照路,佐藤有恒については二次使用許諾
取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２７集
第４編 そだてましょう  1972年7月発行

写真

60 からすあげは

岸田 功,栗林　慧,坂水健祐,神代照路,佐藤有恒,桜井淳史のいずれ
かの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし岸田
功,栗林　慧,坂水健祐,神代照路,佐藤有恒については二次使用許諾
取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２７集
第４編 そだてましょう  1972年7月発行

写真

61 くろやまあり

岸田 功,栗林　慧,坂水健祐,神代照路,佐藤有恒,桜井淳史のいずれ
かの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし岸田
功,栗林　慧,坂水健祐,神代照路,佐藤有恒については二次使用許諾
取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２７集
第４編 そだてましょう  1972年7月発行

写真

62 ごまだらかまきり

岸田 功,栗林　慧,坂水健祐,神代照路,佐藤有恒,桜井淳史のいずれ
かの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし岸田
功,栗林　慧,坂水健祐,神代照路,佐藤有恒については二次使用許諾
取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２７集
第４編 そだてましょう  1972年7月発行

写真

63 しおからとんぼ

岸田 功,栗林　慧,坂水健祐,神代照路,佐藤有恒,桜井淳史のいずれ
かの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし岸田
功,栗林　慧,坂水健祐,神代照路,佐藤有恒については二次使用許諾
取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２７集
第４編 そだてましょう  1972年7月発行

写真

64 すずむし

岸田 功,栗林　慧,坂水健祐,神代照路,佐藤有恒,桜井淳史のいずれ
かの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし岸田
功,栗林　慧,坂水健祐,神代照路,佐藤有恒については二次使用許諾
取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２７集
第４編 そだてましょう  1972年7月発行

写真

65 すずむし

岸田 功,栗林　慧,坂水健祐,神代照路,佐藤有恒,桜井淳史のいずれ
かの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし岸田
功,栗林　慧,坂水健祐,神代照路,佐藤有恒については二次使用許諾
取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２７集
第４編 そだてましょう  1972年7月発行

写真

66 たまご

岸田 功,栗林　慧,坂水健祐,神代照路,佐藤有恒,桜井淳史のいずれ
かの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし岸田
功,栗林　慧,坂水健祐,神代照路,佐藤有恒については二次使用許諾
取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２７集
第４編 そだてましょう  1972年7月発行

写真

67 でめきん

岸田 功,栗林　慧,坂水健祐,神代照路,佐藤有恒,桜井淳史のいずれ
かの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし岸田
功,栗林　慧,坂水健祐,神代照路,佐藤有恒については二次使用許諾
取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２７集
第４編 そだてましょう  1972年7月発行

写真

68 ふか

岸田 功,栗林　慧,坂水健祐,神代照路,佐藤有恒,桜井淳史のいずれ
かの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし岸田
功,栗林　慧,坂水健祐,神代照路,佐藤有恒については二次使用許諾
取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２７集
第４編 そだてましょう  1972年7月発行

写真

69 べにしじみ

岸田 功,栗林　慧,坂水健祐,神代照路,佐藤有恒,桜井淳史のいずれ
かの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし岸田
功,栗林　慧,坂水健祐,神代照路,佐藤有恒については二次使用許諾
取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２７集
第４編 そだてましょう  1972年7月発行

写真

70 もんしろちょう

岸田 功,栗林　慧,坂水健祐,神代照路,佐藤有恒,桜井淳史のいずれ
かの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし岸田
功,栗林　慧,坂水健祐,神代照路,佐藤有恒については二次使用許諾
取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２７集
第４編 そだてましょう  1972年7月発行

写真
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71 るりたては

岸田 功,栗林　慧,坂水健祐,神代照路,佐藤有恒,桜井淳史のいずれ
かの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし岸田
功,栗林　慧,坂水健祐,神代照路,佐藤有恒については二次使用許諾
取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２７集
第４編 そだてましょう  1972年7月発行

写真

72 なつのえぞゆきうさぎ
田中光常,竹田津 実のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただし田中光常については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２７集
第９編 ふたごの　チンパンジー  1972年12月発行

写真

73 なつのらいちょう
田中光常,竹田津 実のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただし田中光常については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２７集
第９編 ふたごの　チンパンジー  1972年12月発行

写真

74 ふゆのえぞゆきうさぎ
田中光常,竹田津 実のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただし田中光常については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２７集
第９編 ふたごの　チンパンジー  1972年12月発行

写真

75 ふゆのらいちょう
田中光常,竹田津 実のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただし田中光常については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２７集
第９編 ふたごの　チンパンジー  1972年12月発行

写真

76 かまくら（あきたけん）
宮本瑞夫,東京消防庁,高橋 孜のいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただし宮本瑞夫,東京消防庁について
は二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２７集
第１０編 ゆうびん  1973年1月発行

写真

77 たこいち（とうきょうと）
宮本瑞夫,東京消防庁,高橋 孜のいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただし宮本瑞夫,東京消防庁について
は二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２７集
第１０編 ゆうびん  1973年1月発行

写真

78 だるまいち（ぐんまけん）
宮本瑞夫,東京消防庁,高橋 孜のいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただし宮本瑞夫,東京消防庁について
は二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２７集
第１０編 ゆうびん  1973年1月発行

写真

79 でぞめしき（とうきょうと）
宮本瑞夫,東京消防庁,高橋 孜のいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただし宮本瑞夫,東京消防庁について
は二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２７集
第１０編 ゆうびん  1973年1月発行

写真

80 のざわのひまつり（ながのけん）
宮本瑞夫,東京消防庁,高橋 孜のいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただし宮本瑞夫,東京消防庁について
は二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２７集
第１０編 ゆうびん  1973年1月発行

写真

81 はだかまつり（あいちけん）
宮本瑞夫,東京消防庁,高橋 孜のいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただし宮本瑞夫,東京消防庁について
は二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２７集
第１０編 ゆうびん  1973年1月発行

写真

82 はなまつり（しずおかけん）
宮本瑞夫,東京消防庁,高橋 孜のいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただし宮本瑞夫,東京消防庁について
は二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２７集
第１０編 ゆうびん  1973年1月発行

写真

83 ややまつり（やまがたけん）
宮本瑞夫,東京消防庁,高橋 孜のいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただし宮本瑞夫,東京消防庁について
は二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２７集
第１０編 ゆうびん  1973年1月発行

写真

84 いえにつもるき
栗林　慧,早川 清,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作
者の特定ができず不明。ただし栗林　慧,早川 清については二次
使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２７集
第１１編 わたりどり  1973年2月発行

写真
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85 きをつつむゆきとこおり
栗林　慧,早川 清,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作
者の特定ができず不明。ただし栗林　慧,早川 清については二次
使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２７集
第１１編 わたりどり  1973年2月発行

写真

86 じょせつさぎょう
栗林　慧,早川 清,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作
者の特定ができず不明。ただし栗林　慧,早川 清については二次
使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２７集
第１１編 わたりどり  1973年2月発行

写真

87 つうろをゆきからまもるがんき
栗林　慧,早川 清,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作
者の特定ができず不明。ただし栗林　慧,早川 清については二次
使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２７集
第１１編 わたりどり  1973年2月発行

写真

88 つらら
栗林　慧,早川 清,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作
者の特定ができず不明。ただし栗林　慧,早川 清については二次
使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２７集
第１１編 わたりどり  1973年2月発行

写真

89 ぬまにはったこおり
栗林　慧,早川 清,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作
者の特定ができず不明。ただし栗林　慧,早川 清については二次
使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２７集
第１１編 わたりどり  1973年2月発行

写真

90 まちにつもるゆき
栗林　慧,早川 清,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作
者の特定ができず不明。ただし栗林　慧,早川 清については二次
使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２７集
第１１編 わたりどり  1973年2月発行

写真

91 みずたまりにはったこおり
栗林　慧,早川 清,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作
者の特定ができず不明。ただし栗林　慧,早川 清については二次
使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２７集
第１１編 わたりどり  1973年2月発行

写真

92 ゆきのけっしょう
栗林　慧,早川 清,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作
者の特定ができず不明。ただし栗林　慧,早川 清については二次
使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２７集
第１１編 わたりどり  1973年2月発行

写真

93 ゆきのすべりだい
栗林　慧,早川 清,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作
者の特定ができず不明。ただし栗林　慧,早川 清については二次
使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２７集
第１１編 わたりどり  1973年2月発行

写真

94 さくらのつぼみ
丸山尚敏,富成忠夫,イズミ エイコのいずれかの著作物と思われる
が著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２７集
第１２編 のやまの　はる  1973年3月発行

写真

95 さくらのはな
丸山尚敏,富成忠夫,イズミ エイコのいずれかの著作物と思われる
が著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２７集
第１２編 のやまの　はる  1973年3月発行

写真

96 しくらめんのつぼみ
丸山尚敏,富成忠夫,イズミ エイコのいずれかの著作物と思われる
が著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２７集
第１２編 のやまの　はる  1973年3月発行

写真

97 しくらめんのはな
丸山尚敏,富成忠夫,イズミ エイコのいずれかの著作物と思われる
が著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２７集
第１２編 のやまの　はる  1973年3月発行

写真

98 だんだんひらいていきます
丸山尚敏,富成忠夫,イズミ エイコのいずれかの著作物と思われる
が著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２７集
第１２編 のやまの　はる  1973年3月発行

写真
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(1)株式会社フレーベル館発行の「キンダーブック」に掲載された写真、絵、文章等。（別紙1）
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99 たんぽぽのつぼみ
丸山尚敏,富成忠夫,イズミ エイコのいずれかの著作物と思われる
が著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２７集
第１２編 のやまの　はる  1973年3月発行

写真

100 たんぽぽのはな
丸山尚敏,富成忠夫,イズミ エイコのいずれかの著作物と思われる
が著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２７集
第１２編 のやまの　はる  1973年3月発行

写真

101 ちゅーりっぷのつぼみ
丸山尚敏,富成忠夫,イズミ エイコのいずれかの著作物と思われる
が著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２７集
第１２編 のやまの　はる  1973年3月発行

写真

102 ちゅーりっぷのはな
丸山尚敏,富成忠夫,イズミ エイコのいずれかの著作物と思われる
が著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２７集
第１２編 のやまの　はる  1973年3月発行

写真

103 つばきのつぼみをきってみたら
丸山尚敏,富成忠夫,イズミ エイコのいずれかの著作物と思われる
が著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２７集
第１２編 のやまの　はる  1973年3月発行

写真

104 つばきのはなびらをきってみたら
丸山尚敏,富成忠夫,イズミ エイコのいずれかの著作物と思われる
が著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２７集
第１２編 のやまの　はる  1973年3月発行

写真

105 つぼみ
丸山尚敏,富成忠夫,イズミ エイコのいずれかの著作物と思われる
が著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２７集
第１２編 のやまの　はる  1973年3月発行

写真

106 ねこやなぎのつぼみ
丸山尚敏,富成忠夫,イズミ エイコのいずれかの著作物と思われる
が著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２７集
第１２編 のやまの　はる  1973年3月発行

写真

107 ねこやなぎのはな
丸山尚敏,富成忠夫,イズミ エイコのいずれかの著作物と思われる
が著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２７集
第１２編 のやまの　はる  1973年3月発行

写真

108 はながひらきました
丸山尚敏,富成忠夫,イズミ エイコのいずれかの著作物と思われる
が著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２７集
第１２編 のやまの　はる  1973年3月発行

写真

109 もうすぐはなびらがひらきます
丸山尚敏,富成忠夫,イズミ エイコのいずれかの著作物と思われる
が著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２７集
第１２編 のやまの　はる  1973年3月発行

写真

110 もうすぐひらきます
丸山尚敏,富成忠夫,イズミ エイコのいずれかの著作物と思われる
が著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２７集
第１２編 のやまの　はる  1973年3月発行

写真

111 もくれんのつぼみ
丸山尚敏,富成忠夫,イズミ エイコのいずれかの著作物と思われる
が著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２７集
第１２編 のやまの　はる  1973年3月発行

写真

112 もくれんのはな
丸山尚敏,富成忠夫,イズミ エイコのいずれかの著作物と思われる
が著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２７集
第１２編 のやまの　はる  1973年3月発行

写真
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(1)株式会社フレーベル館発行の「キンダーブック」に掲載された写真、絵、文章等。（別紙1）
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113 あきのおすじかのつの
内山 晟,行田哲夫,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作
者の特定ができず不明。ただし内山 晟,行田哲夫については二次
使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２８集
第１編 もりの　おやこ  1973年4月発行

写真

114 かいうさぎのおやこ
内山 晟,行田哲夫,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作
者の特定ができず不明。ただし内山 晟,行田哲夫については二次
使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２８集
第１編 もりの　おやこ  1973年4月発行

写真

115 たまごからかえってようちゅうにな
る

内山 晟,行田哲夫,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作
者の特定ができず不明。ただし内山 晟,行田哲夫については二次
使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２８集
第１編 もりの　おやこ  1973年4月発行

写真

116 だんだんおおきなようちゅうになる
内山 晟,行田哲夫,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作
者の特定ができず不明。ただし内山 晟,行田哲夫については二次
使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２８集
第１編 もりの　おやこ  1973年4月発行

写真

117 にほんざるのおやこ
内山 晟,行田哲夫,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作
者の特定ができず不明。ただし内山 晟,行田哲夫については二次
使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２８集
第１編 もりの　おやこ  1973年4月発行

写真

118 はるのおすじかのつの
内山 晟,行田哲夫,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作
者の特定ができず不明。ただし内山 晟,行田哲夫については二次
使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２８集
第１編 もりの　おやこ  1973年4月発行

写真

119 ようちゅうがさなぎになる
内山 晟,行田哲夫,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作
者の特定ができず不明。ただし内山 晟,行田哲夫については二次
使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２８集
第１編 もりの　おやこ  1973年4月発行

写真

120 うか
七尾企画,叶沢 進のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定
ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２８集
第４編 こんちゅうの　くに  1973年7月発行

写真

121 うかのはじまり
七尾企画,叶沢 進のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定
ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２８集
第４編 こんちゅうの　くに  1973年7月発行

写真

122 うかの途中
七尾企画,叶沢 進のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定
ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２８集
第４編 こんちゅうの　くに  1973年7月発行

写真

123 すずめが
七尾企画,叶沢 進のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定
ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２８集
第４編 こんちゅうの　くに  1973年7月発行

写真

124 みつばちとひまわり
七尾企画,叶沢 進のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定
ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２８集
第４編 こんちゅうの　くに  1973年7月発行

写真

125 花火
七尾企画,斉藤一郎のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２８集
第５編 ながれも  1973年8月発行

写真

126 花火
七尾企画,斉藤一郎のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２８集
第５編 ながれも  1973年8月発行

写真
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127 クロッカスの花
坂田種苗,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただし坂田種苗については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２８集
第７編 えき  1973年10月発行

写真

128 クロッカスの球根
坂田種苗,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただし坂田種苗については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２８集
第７編 えき  1973年10月発行

写真

129 サフランの花
坂田種苗,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただし坂田種苗については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２８集
第７編 えき  1973年10月発行

写真

130 サフランの球根
坂田種苗,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただし坂田種苗については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２８集
第７編 えき  1973年10月発行

写真

131 すいせんの花
坂田種苗,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただし坂田種苗については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２８集
第７編 えき  1973年10月発行

写真

132 すいせんの球根
坂田種苗,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただし坂田種苗については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２８集
第７編 えき  1973年10月発行

写真

133 つぼみの成長
坂田種苗,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただし坂田種苗については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２８集
第７編 えき  1973年10月発行

写真

134 ヒヤシンスのはな
坂田種苗,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただし坂田種苗については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２８集
第７編 えき  1973年10月発行

写真

135 ヒヤシンスの球根
坂田種苗,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただし坂田種苗については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２８集
第７編 えき  1973年10月発行

写真

136 ヒヤシンスの球根
坂田種苗,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただし坂田種苗については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２８集
第７編 えき  1973年10月発行

写真

137 根の成長
坂田種苗,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただし坂田種苗については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２８集
第７編 えき  1973年10月発行

写真

138 発芽
坂田種苗,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただし坂田種苗については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２８集
第７編 えき  1973年10月発行

写真

139 もみじ
前田真三,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただし前田真三については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２８集
第８編 こうたくんの　まち  1973年11月発行

写真

140 あでりーペンギン
田中光常,星合孝男,大高成元,松田達郎のいずれかの著作物と思わ
れるが著作者の特定ができず不明。ただし田中光常,星合孝男,大
高成元については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２８集
第９編 かもしかを　そだてる  1973年12月発行

写真
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141 おおとうぞくかもめ
田中光常,星合孝男,大高成元,松田達郎のいずれかの著作物と思わ
れるが著作者の特定ができず不明。ただし田中光常,星合孝男,大
高成元については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２８集
第９編 かもしかを　そだてる  1973年12月発行

写真

142 こうていペンギン
田中光常,星合孝男,大高成元,松田達郎のいずれかの著作物と思わ
れるが著作者の特定ができず不明。ただし田中光常,星合孝男,大
高成元については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２８集
第９編 かもしかを　そだてる  1973年12月発行

写真

143 じゃこううし
田中光常,星合孝男,大高成元,松田達郎のいずれかの著作物と思わ
れるが著作者の特定ができず不明。ただし田中光常,星合孝男,大
高成元については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２８集
第９編 かもしかを　そだてる  1973年12月発行

写真

144 せいうち
田中光常,星合孝男,大高成元,松田達郎のいずれかの著作物と思わ
れるが著作者の特定ができず不明。ただし田中光常,星合孝男,大
高成元については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２８集
第９編 かもしかを　そだてる  1973年12月発行

写真

145 ほっきょくぐま
田中光常,星合孝男,大高成元,松田達郎のいずれかの著作物と思わ
れるが著作者の特定ができず不明。ただし田中光常,星合孝男,大
高成元については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２８集
第９編 かもしかを　そだてる  1973年12月発行

写真

146 みなみぞうあざらし
田中光常,星合孝男,大高成元,松田達郎のいずれかの著作物と思わ
れるが著作者の特定ができず不明。ただし田中光常,星合孝男,大
高成元については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２８集
第９編 かもしかを　そだてる  1973年12月発行

写真

147 らっこ
田中光常,星合孝男,大高成元,松田達郎のいずれかの著作物と思わ
れるが著作者の特定ができず不明。ただし田中光常,星合孝男,大
高成元については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２８集
第９編 かもしかを　そだてる  1973年12月発行

写真

148 さいひょうかん「ふじ」

広田尚敬,小松製作所,防衛庁,写真工芸社,ヤマハ発動機のいずれか
の著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし広田尚
敬,小松製作所,防衛庁,写真工芸社については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２８集
第１１編 やさいいちば  1974年2月発行

写真

149 スノーモビル

広田尚敬,小松製作所,防衛庁,写真工芸社,ヤマハ発動機のいずれか
の著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし広田尚
敬,小松製作所,防衛庁,写真工芸社については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２８集
第１１編 やさいいちば  1974年2月発行

写真

150 せつじょうしゃ

広田尚敬,小松製作所,防衛庁,写真工芸社,ヤマハ発動機のいずれか
の著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし広田尚
敬,小松製作所,防衛庁,写真工芸社については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２８集
第１１編 やさいいちば  1974年2月発行

写真

151 ラッセルしき　じょせつきかんしゃ

広田尚敬,小松製作所,防衛庁,写真工芸社,ヤマハ発動機のいずれか
の著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし広田尚
敬,小松製作所,防衛庁,写真工芸社については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２８集
第１１編 やさいいちば  1974年2月発行

写真

152 ロータリーしき　じょせつじどう
しゃ

広田尚敬,小松製作所,防衛庁,写真工芸社,ヤマハ発動機のいずれか
の著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし広田尚
敬,小松製作所,防衛庁,写真工芸社については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２８集
第１１編 やさいいちば  1974年2月発行

写真

153 じゅふん
前田真三,七尾企画,伊東 誠のいずれかの著作物と思われるが著作
者の特定ができず不明。ただし前田真三については二次使用許諾
取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２９集
第１編 はるを　みつけた  1974年4月発行

写真

154 そめいよしののはな
前田真三,七尾企画,伊東 誠のいずれかの著作物と思われるが著作
者の特定ができず不明。ただし前田真三については二次使用許諾
取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２９集
第１編 はるを　みつけた  1974年4月発行

写真
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155 つばめのす
前田真三,七尾企画,伊東 誠のいずれかの著作物と思われるが著作
者の特定ができず不明。ただし前田真三については二次使用許諾
取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２９集
第１編 はるを　みつけた  1974年4月発行

写真

156 みつをすっている
前田真三,七尾企画,伊東 誠のいずれかの著作物と思われるが著作
者の特定ができず不明。ただし前田真三については二次使用許諾
取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２９集
第１編 はるを　みつけた  1974年4月発行

写真

157 あきのきりんそう
丹渓,中山周平のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定が
できず不明。ただし丹渓については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２９集
第６編 やさい  1974年9月発行

写真

158 いぬたで
丹渓,中山周平のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定が
できず不明。ただし丹渓については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２９集
第６編 やさい  1974年9月発行

写真

159 おおけたで
丹渓,中山周平のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定が
できず不明。ただし丹渓については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２９集
第６編 やさい  1974年9月発行

写真

160 きくたにぎく
丹渓,中山周平のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定が
できず不明。ただし丹渓については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２９集
第６編 やさい  1974年9月発行

写真

161 けいとう
丹渓,中山周平のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定が
できず不明。ただし丹渓については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２９集
第６編 やさい  1974年9月発行

写真

162 コスモス
丹渓,中山周平のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定が
できず不明。ただし丹渓については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２９集
第６編 やさい  1974年9月発行

写真

163 サルビア
丹渓,中山周平のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定が
できず不明。ただし丹渓については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２９集
第６編 やさい  1974年9月発行

写真

164 しらやまぎく
丹渓,中山周平のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定が
できず不明。ただし丹渓については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２９集
第６編 やさい  1974年9月発行

写真

165 しろよめな
丹渓,中山周平のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定が
できず不明。ただし丹渓については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２９集
第６編 やさい  1974年9月発行

写真

166 ダリア
丹渓,中山周平のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定が
できず不明。ただし丹渓については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２９集
第６編 やさい  1974年9月発行

写真

167 はぎ
丹渓,中山周平のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定が
できず不明。ただし丹渓については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２９集
第６編 やさい  1974年9月発行

写真

168 ひがんばな
丹渓,中山周平のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定が
できず不明。ただし丹渓については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２９集
第６編 やさい  1974年9月発行

写真
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169 みぞそば
丹渓,中山周平のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定が
できず不明。ただし丹渓については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２９集
第６編 やさい  1974年9月発行

写真

170 りゅうのうぎく
丹渓,中山周平のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定が
できず不明。ただし丹渓については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２９集
第６編 やさい  1974年9月発行

写真

171 あきのじゃがいも
坂田種苗,七尾企画,池谷保緒のいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただし坂田種苗については二次使用許
諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２９集
第７編 てつどうの　おじさん  1974年10月発行

写真

172 いがからでたくり
坂田種苗,七尾企画,池谷保緒のいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただし坂田種苗については二次使用許
諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２９集
第７編 てつどうの　おじさん  1974年10月発行

写真

173 いがにつつまれたくりのみ
坂田種苗,七尾企画,池谷保緒のいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただし坂田種苗については二次使用許
諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２９集
第７編 てつどうの　おじさん  1974年10月発行

写真

174 いねかり
坂田種苗,七尾企画,池谷保緒のいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただし坂田種苗については二次使用許
諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２９集
第７編 てつどうの　おじさん  1974年10月発行

写真

175 いねのほ
坂田種苗,七尾企画,池谷保緒のいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただし坂田種苗については二次使用許
諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２９集
第７編 てつどうの　おじさん  1974年10月発行

写真

176 かき
坂田種苗,七尾企画,池谷保緒のいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただし坂田種苗については二次使用許
諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２９集
第７編 てつどうの　おじさん  1974年10月発行

写真

177 きいろいみかん
坂田種苗,七尾企画,池谷保緒のいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただし坂田種苗については二次使用許
諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２９集
第７編 てつどうの　おじさん  1974年10月発行

写真

178 くりのはな
坂田種苗,七尾企画,池谷保緒のいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただし坂田種苗については二次使用許
諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２９集
第７編 てつどうの　おじさん  1974年10月発行

写真

179 さつまいも
坂田種苗,七尾企画,池谷保緒のいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただし坂田種苗については二次使用許
諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２９集
第７編 てつどうの　おじさん  1974年10月発行

写真

180 さつまいもほり
坂田種苗,七尾企画,池谷保緒のいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただし坂田種苗については二次使用許
諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２９集
第７編 てつどうの　おじさん  1974年10月発行

写真

181 さといも
坂田種苗,七尾企画,池谷保緒のいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただし坂田種苗については二次使用許
諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２９集
第７編 てつどうの　おじさん  1974年10月発行

写真

182 たうえ
坂田種苗,七尾企画,池谷保緒のいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただし坂田種苗については二次使用許
諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２９集
第７編 てつどうの　おじさん  1974年10月発行

写真
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183 ちいさなくりのみ
坂田種苗,七尾企画,池谷保緒のいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただし坂田種苗については二次使用許
諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２９集
第７編 てつどうの　おじさん  1974年10月発行

写真

184 なえ
坂田種苗,七尾企画,池谷保緒のいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただし坂田種苗については二次使用許
諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２９集
第７編 てつどうの　おじさん  1974年10月発行

写真

185 なえしろのたんぼ
坂田種苗,七尾企画,池谷保緒のいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただし坂田種苗については二次使用許
諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２９集
第７編 てつどうの　おじさん  1974年10月発行

写真

186 はたけ
坂田種苗,七尾企画,池谷保緒のいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただし坂田種苗については二次使用許
諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２９集
第７編 てつどうの　おじさん  1974年10月発行

写真

187 はるのじゃがいも
坂田種苗,七尾企画,池谷保緒のいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただし坂田種苗については二次使用許
諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２９集
第７編 てつどうの　おじさん  1974年10月発行

写真

188 ぶどう
坂田種苗,七尾企画,池谷保緒のいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただし坂田種苗については二次使用許
諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２９集
第７編 てつどうの　おじさん  1974年10月発行

写真

189 みかんのちいさなみ
坂田種苗,七尾企画,池谷保緒のいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただし坂田種苗については二次使用許
諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２９集
第７編 てつどうの　おじさん  1974年10月発行

写真

190 みかんのはな
坂田種苗,七尾企画,池谷保緒のいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただし坂田種苗については二次使用許
諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２９集
第７編 てつどうの　おじさん  1974年10月発行

写真

191 みかんのみ
坂田種苗,七尾企画,池谷保緒のいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただし坂田種苗については二次使用許
諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２９集
第７編 てつどうの　おじさん  1974年10月発行

写真

192 めがでてきたさつまいも
坂田種苗,七尾企画,池谷保緒のいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただし坂田種苗については二次使用許
諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２９集
第７編 てつどうの　おじさん  1974年10月発行

写真

193 りんご
坂田種苗,七尾企画,池谷保緒のいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただし坂田種苗については二次使用許
諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２９集
第７編 てつどうの　おじさん  1974年10月発行

写真

194 かいこ
高橋 孜,佐々木 満のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定
ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２９集
第９編 けいと  1974年12月発行

写真

195 かいこのたまご
高橋 孜,佐々木 満のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定
ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２９集
第９編 けいと  1974年12月発行

写真

196 くわのはをたべるかいこ
高橋 孜,佐々木 満のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定
ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２９集
第９編 けいと  1974年12月発行

写真
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197 くわのはをたべるかいこ
高橋 孜,佐々木 満のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定
ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２９集
第９編 けいと  1974年12月発行

写真

198 そとへでたかいこ
高橋 孜,佐々木 満のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定
ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２９集
第９編 けいと  1974年12月発行

写真

199 たくさんのきいと
高橋 孜,佐々木 満のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定
ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２９集
第９編 けいと  1974年12月発行

写真

200 ふか
高橋 孜,佐々木 満のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定
ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２９集
第９編 けいと  1974年12月発行

写真

201 ふかしてにじゅうにちごのかいこ
高橋 孜,佐々木 満のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定
ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２９集
第９編 けいと  1974年12月発行

写真

202 まゆからきいとをとる
高橋 孜,佐々木 満のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定
ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２９集
第９編 けいと  1974年12月発行

写真

203 まゆのかんせい
高橋 孜,佐々木 満のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定
ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２９集
第９編 けいと  1974年12月発行

写真

204 まゆのせんてい
高橋 孜,佐々木 満のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定
ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２９集
第９編 けいと  1974年12月発行

写真

205 まゆのなかでがになる
高橋 孜,佐々木 満のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定
ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２９集
第９編 けいと  1974年12月発行

写真

206 まゆのなかのさなぎ
高橋 孜,佐々木 満のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定
ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２９集
第９編 けいと  1974年12月発行

写真

207 まゆをつくりはじめる
高橋 孜,佐々木 満のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定
ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２９集
第９編 けいと  1974年12月発行

写真

208 やすみなくまゆをつくる
高橋 孜,佐々木 満のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定
ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２９集
第９編 けいと  1974年12月発行

写真

209 おおきないけ
川口貞男,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただし川口貞男については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２９集
第１０編 テレビ  1975年1月発行

写真

210 こおりのはしら
川口貞男,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただし川口貞男については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２９集
第１０編 テレビ  1975年1月発行

写真
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211 しょうわきち
川口貞男,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただし川口貞男については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２９集
第１０編 テレビ  1975年1月発行

写真

212 スキー
川口貞男,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただし川口貞男については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２９集
第１０編 テレビ  1975年1月発行

写真

213 つらら
川口貞男,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただし川口貞男については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２９集
第１０編 テレビ  1975年1月発行

写真

214 なんきょくのうみ
川口貞男,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただし川口貞男については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２９集
第１０編 テレビ  1975年1月発行

写真

215 のはらやはたけ
川口貞男,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただし川口貞男については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２９集
第１０編 テレビ  1975年1月発行

写真

216 まち
川口貞男,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただし川口貞男については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２９集
第１０編 テレビ  1975年1月発行

写真

217 みずたまり
川口貞男,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただし川口貞男については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２９集
第１０編 テレビ  1975年1月発行

写真

218 ゆきかき
川口貞男,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただし川口貞男については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２９集
第１０編 テレビ  1975年1月発行

写真

219 ゆきがっせん
川口貞男,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただし川口貞男については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２９集
第１０編 テレビ  1975年1月発行

写真

220 ゆきのあな
川口貞男,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただし川口貞男については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第２９集
第１０編 テレビ  1975年1月発行

写真

221 しろつめくさ
橋本 歓,七尾企画,稜部 年のいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３０集
第１編 ぎゅうにゅう  1975年4月発行

写真

222 ぎゅうにゅうとかこうひん
橋本 歓,稜部 年のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定が
できず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３０集
第１編 ぎゅうにゅう  1975年4月発行

写真

223 えだまめ
アメリカ大豆協会,橋本 歓,七尾企画,廣　幸男のいずれかの著作物
と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしアメリカ大豆協
会については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３０集
第７編 まめ  1975年10月発行

写真

224 えんどう
アメリカ大豆協会,橋本 歓,七尾企画,廣　幸男のいずれかの著作物
と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしアメリカ大豆協
会については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３０集
第７編 まめ  1975年10月発行

写真
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225 だいず
アメリカ大豆協会,橋本 歓,七尾企画,廣　幸男のいずれかの著作物
と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしアメリカ大豆協
会については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３０集
第７編 まめ  1975年10月発行

写真

226 だいずばたけ
アメリカ大豆協会,橋本 歓,七尾企画,廣　幸男のいずれかの著作物
と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしアメリカ大豆協
会については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３０集
第７編 まめ  1975年10月発行

写真

227 まめ
アメリカ大豆協会,橋本 歓,七尾企画,廣　幸男のいずれかの著作物
と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしアメリカ大豆協
会については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３０集
第７編 まめ  1975年10月発行

写真

228 もやし
アメリカ大豆協会,橋本 歓,七尾企画,廣　幸男のいずれかの著作物
と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしアメリカ大豆協
会については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３０集
第７編 まめ  1975年10月発行

写真

229 らっかせい
アメリカ大豆協会,橋本 歓,七尾企画,廣　幸男のいずれかの著作物
と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしアメリカ大豆協
会については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３０集
第７編 まめ  1975年10月発行

写真

230 スチュアーデス

全日空,東京電力,東京都交通局,日産自動車,井関農機,吉田勝美,大
日本運輸,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著作者の
特定ができず不明。ただし全日空,東京電力,東京都交通局,日産自
動車,井関農機については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３０集
第８編 はたらく　ひと  1975年11月発行

写真

231 トラック

全日空,東京電力,東京都交通局,日産自動車,井関農機,吉田勝美,大
日本運輸,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著作者の
特定ができず不明。ただし全日空,東京電力,東京都交通局,日産自
動車,井関農機については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３０集
第８編 はたらく　ひと  1975年11月発行

写真

232 パイロット

全日空,東京電力,東京都交通局,日産自動車,井関農機,吉田勝美,大
日本運輸,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著作者の
特定ができず不明。ただし全日空,東京電力,東京都交通局,日産自
動車,井関農機については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３０集
第８編 はたらく　ひと  1975年11月発行

写真

233 パトカー

全日空,東京電力,東京都交通局,日産自動車,井関農機,吉田勝美,大
日本運輸,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著作者の
特定ができず不明。ただし全日空,東京電力,東京都交通局,日産自
動車,井関農機については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３０集
第８編 はたらく　ひと  1975年11月発行

写真

234 ひこうき

全日空,東京電力,東京都交通局,日産自動車,井関農機,吉田勝美,大
日本運輸,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著作者の
特定ができず不明。ただし全日空,東京電力,東京都交通局,日産自
動車,井関農機については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３０集
第８編 はたらく　ひと  1975年11月発行

写真

235 医者

全日空,東京電力,東京都交通局,日産自動車,井関農機,吉田勝美,大
日本運輸,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著作者の
特定ができず不明。ただし全日空,東京電力,東京都交通局,日産自
動車,井関農機については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３０集
第８編 はたらく　ひと  1975年11月発行

写真

236 運転手

全日空,東京電力,東京都交通局,日産自動車,井関農機,吉田勝美,大
日本運輸,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著作者の
特定ができず不明。ただし全日空,東京電力,東京都交通局,日産自
動車,井関農機については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３０集
第８編 はたらく　ひと  1975年11月発行

写真

237 会社

全日空,東京電力,東京都交通局,日産自動車,井関農機,吉田勝美,大
日本運輸,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著作者の
特定ができず不明。ただし全日空,東京電力,東京都交通局,日産自
動車,井関農機については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３０集
第８編 はたらく　ひと  1975年11月発行

写真

238 漁師

全日空,東京電力,東京都交通局,日産自動車,井関農機,吉田勝美,大
日本運輸,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著作者の
特定ができず不明。ただし全日空,東京電力,東京都交通局,日産自
動車,井関農機については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３０集
第８編 はたらく　ひと  1975年11月発行

写真
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239 魚屋さん

全日空,東京電力,東京都交通局,日産自動車,井関農機,吉田勝美,大
日本運輸,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著作者の
特定ができず不明。ただし全日空,東京電力,東京都交通局,日産自
動車,井関農機については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３０集
第８編 はたらく　ひと  1975年11月発行

写真

240 警察官

全日空,東京電力,東京都交通局,日産自動車,井関農機,吉田勝美,大
日本運輸,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著作者の
特定ができず不明。ただし全日空,東京電力,東京都交通局,日産自
動車,井関農機については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３０集
第８編 はたらく　ひと  1975年11月発行

写真

241 交番

全日空,東京電力,東京都交通局,日産自動車,井関農機,吉田勝美,大
日本運輸,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著作者の
特定ができず不明。ただし全日空,東京電力,東京都交通局,日産自
動車,井関農機については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３０集
第８編 はたらく　ひと  1975年11月発行

写真

242 工事

全日空,東京電力,東京都交通局,日産自動車,井関農機,吉田勝美,大
日本運輸,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著作者の
特定ができず不明。ただし全日空,東京電力,東京都交通局,日産自
動車,井関農機については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３０集
第８編 はたらく　ひと  1975年11月発行

写真

243 工場

全日空,東京電力,東京都交通局,日産自動車,井関農機,吉田勝美,大
日本運輸,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著作者の
特定ができず不明。ただし全日空,東京電力,東京都交通局,日産自
動車,井関農機については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３０集
第８編 はたらく　ひと  1975年11月発行

写真

244 大工さん

全日空,東京電力,東京都交通局,日産自動車,井関農機,吉田勝美,大
日本運輸,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著作者の
特定ができず不明。ただし全日空,東京電力,東京都交通局,日産自
動車,井関農機については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３０集
第８編 はたらく　ひと  1975年11月発行

写真

245 田んぼ

全日空,東京電力,東京都交通局,日産自動車,井関農機,吉田勝美,大
日本運輸,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著作者の
特定ができず不明。ただし全日空,東京電力,東京都交通局,日産自
動車,井関農機については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３０集
第８編 はたらく　ひと  1975年11月発行

写真

246 白バイ

全日空,東京電力,東京都交通局,日産自動車,井関農機,吉田勝美,大
日本運輸,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著作者の
特定ができず不明。ただし全日空,東京電力,東京都交通局,日産自
動車,井関農機については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３０集
第８編 はたらく　ひと  1975年11月発行

写真

247 あしひれ

フォートキシモト,水中造形センター,ユニフォト,東京ユニオンプ
レスのいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不
明。ただしフォートキシモト,水中造形センターについては二次
使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３０集
第１０編 はきもの  1976年1月発行

写真

248 すいえい

フォートキシモト,水中造形センター,ユニフォト,東京ユニオンプ
レスのいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不
明。ただしフォートキシモト,水中造形センターについては二次
使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３０集
第１０編 はきもの  1976年1月発行

写真

249 スキー

フォートキシモト,水中造形センター,ユニフォト,東京ユニオンプ
レスのいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不
明。ただしフォートキシモト,水中造形センターについては二次
使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３０集
第１０編 はきもの  1976年1月発行

写真

250 スキー

フォートキシモト,水中造形センター,ユニフォト,東京ユニオンプ
レスのいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不
明。ただしフォートキシモト,水中造形センターについては二次
使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３０集
第１０編 はきもの  1976年1月発行

写真

251 スケートぐつ

フォートキシモト,水中造形センター,ユニフォト,東京ユニオンプ
レスのいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不
明。ただしフォートキシモト,水中造形センターについては二次
使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３０集
第１０編 はきもの  1976年1月発行

写真

252 スパイク

フォートキシモト,水中造形センター,ユニフォト,東京ユニオンプ
レスのいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不
明。ただしフォートキシモト,水中造形センターについては二次
使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３０集
第１０編 はきもの  1976年1月発行

写真
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253 とざん

フォートキシモト,水中造形センター,ユニフォト,東京ユニオンプ
レスのいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不
明。ただしフォートキシモト,水中造形センターについては二次
使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３０集
第１０編 はきもの  1976年1月発行

写真

254 とざんぐつ

フォートキシモト,水中造形センター,ユニフォト,東京ユニオンプ
レスのいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不
明。ただしフォートキシモト,水中造形センターについては二次
使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３０集
第１０編 はきもの  1976年1月発行

写真

255 バスケ

フォートキシモト,水中造形センター,ユニフォト,東京ユニオンプ
レスのいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不
明。ただしフォートキシモト,水中造形センターについては二次
使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３０集
第１０編 はきもの  1976年1月発行

写真

256 バスケットシューズ

フォートキシモト,水中造形センター,ユニフォト,東京ユニオンプ
レスのいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不
明。ただしフォートキシモト,水中造形センターについては二次
使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３０集
第１０編 はきもの  1976年1月発行

写真

257 かぜを　きって オリオンプレス
フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３０集
第１１編 かぜ  1976年2月発行

写真

258 あざみ
七尾企画,オリオンプレス,浜野栄次のいずれかの著作物と思われ
るが著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３１集
第１編 おひさま  1976年4月発行

写真

259 さくら
七尾企画,オリオンプレス,浜野栄次のいずれかの著作物と思われ
るが著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３１集
第１編 おひさま  1976年4月発行

写真

260 たんぽぽ
七尾企画,オリオンプレス,浜野栄次のいずれかの著作物と思われ
るが著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３１集
第１編 おひさま  1976年4月発行

写真

261 チューリップ
七尾企画,オリオンプレス,浜野栄次のいずれかの著作物と思われ
るが著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３１集
第１編 おひさま  1976年4月発行

写真

262 ななほしてんとう
七尾企画,オリオンプレス,浜野栄次のいずれかの著作物と思われ
るが著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３１集
第１編 おひさま  1976年4月発行

写真

263 べにしじみ
七尾企画,オリオンプレス,浜野栄次のいずれかの著作物と思われ
るが著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３１集
第１編 おひさま  1976年4月発行

写真

264 みつばち
七尾企画,オリオンプレス,浜野栄次のいずれかの著作物と思われ
るが著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３１集
第１編 おひさま  1976年4月発行

写真

265 もんしろちょう
七尾企画,オリオンプレス,浜野栄次のいずれかの著作物と思われ
るが著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３１集
第１編 おひさま  1976年4月発行

写真

266 れんげそう
七尾企画,オリオンプレス,浜野栄次のいずれかの著作物と思われ
るが著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３１集
第１編 おひさま  1976年4月発行

写真
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267 ひどけい
七尾企画,小野寺龍一のいずれかの著作物と思われるが著作者の
特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３１集
第１編 おひさま  1976年4月発行

写真

268 こうていぺんぎん
内山 晟,東京動物園協会,グローブフォトスのいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし内山 晟,東京動物
園協会については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３１集
第８編 どうぶつえんを　つくろう  1976年11月発行

写真

269 ごりら
内山 晟,東京動物園協会,グローブフォトスのいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし内山 晟,東京動物
園協会については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３１集
第８編 どうぶつえんを　つくろう  1976年11月発行

写真

270 しまりす
内山 晟,東京動物園協会,グローブフォトスのいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし内山 晟,東京動物
園協会については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３１集
第８編 どうぶつえんを　つくろう  1976年11月発行

写真

271 じゃいあんとぱんだ
内山 晟,東京動物園協会,グローブフォトスのいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし内山 晟,東京動物
園協会については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３１集
第８編 どうぶつえんを　つくろう  1976年11月発行

写真

272 ぞう
内山 晟,東京動物園協会,グローブフォトスのいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし内山 晟,東京動物
園協会については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３１集
第８編 どうぶつえんを　つくろう  1976年11月発行

写真

273 らいおん
内山 晟,東京動物園協会,グローブフォトスのいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし内山 晟,東京動物
園協会については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３１集
第８編 どうぶつえんを　つくろう  1976年11月発行

写真

274 えき
丹渓,橋本 歓,郵政省のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただし丹渓については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３１集
第９編 ゆうびん  1976年12月発行

写真

275 オートバイ
丹渓,橋本 歓,郵政省のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただし丹渓については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３１集
第９編 ゆうびん  1976年12月発行

写真

276 じてんしゃ
丹渓,橋本 歓,郵政省のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただし丹渓については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３１集
第９編 ゆうびん  1976年12月発行

写真

277 はがき
丹渓,橋本 歓,郵政省のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただし丹渓については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３１集
第９編 ゆうびん  1976年12月発行

写真

278 はがき
丹渓,橋本 歓,郵政省のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただし丹渓については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３１集
第９編 ゆうびん  1976年12月発行

写真

279 ゆうびんうけ
丹渓,橋本 歓,郵政省のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただし丹渓については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３１集
第９編 ゆうびん  1976年12月発行

写真

280 ゆうびんでんしゃ
丹渓,橋本 歓,郵政省のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただし丹渓については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３１集
第９編 ゆうびん  1976年12月発行

写真
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281 郵便番号自動読取区分機
丹渓,橋本 歓,郵政省のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただし丹渓については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３１集
第９編 ゆうびん  1976年12月発行

写真

282 郵便物自動選別取揃押印機
丹渓,橋本 歓,郵政省のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただし丹渓については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３１集
第９編 ゆうびん  1976年12月発行

写真

283 秋田県男鹿市のなまはげ カメラ東京サービス
フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３１集
第９編 ゆうびん  1976年12月発行

写真

284 広島県倉島のみかん畑 ユニフォト
フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３１集
第９編 ゆうびん  1976年12月発行

写真

285 あおいりんご
高坂 進,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定
ができず不明。ただし高坂 進については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３１集
第１０編 りんご  1977年1月発行

写真

286 あかいりんご
高坂 進,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定
ができず不明。ただし高坂 進については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３１集
第１０編 りんご  1977年1月発行

写真

287 きのめ
高坂 進,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定
ができず不明。ただし高坂 進については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３１集
第１０編 りんご  1977年1月発行

写真

288 はな
高坂 進,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定
ができず不明。ただし高坂 進については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３１集
第１０編 りんご  1977年1月発行

写真

289 はるのりんごえん
高坂 進,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定
ができず不明。ただし高坂 進については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３１集
第１０編 りんご  1977年1月発行

写真

290 ふくらみはじめたりんご
高坂 進,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定
ができず不明。ただし高坂 進については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３１集
第１０編 りんご  1977年1月発行

写真

291 ゆきのりんごえん
高坂 進,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定
ができず不明。ただし高坂 進については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３１集
第１０編 りんご  1977年1月発行

写真

292 りんごの収穫
高坂 進,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定
ができず不明。ただし高坂 進については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３１集
第１０編 りんご  1977年1月発行

写真

293 ゆきぐに ボンカラー
フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３１集
第１１編 みち  1977年2月発行

写真

294 表紙　みち ボンカラー
フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３１集
第１１編 みち  1977年2月発行

写真
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295 うし
内山 晟,波多江 醇,七尾企画,伊東 誠,ネイチャープロのいずれかの
著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし内山 晟,
波多江 醇については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３２集
第１編 はるの　こえ  1977年4月発行

写真

296 すじぐろちょう
内山 晟,波多江 醇,七尾企画,伊東 誠,ネイチャープロのいずれかの
著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし内山 晟,
波多江 醇については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３２集
第１編 はるの　こえ  1977年4月発行

写真

297 つばめしじみ
内山 晟,波多江 醇,七尾企画,伊東 誠,ネイチャープロのいずれかの
著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし内山 晟,
波多江 醇については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３２集
第１編 はるの　こえ  1977年4月発行

写真

298 とり
内山 晟,波多江 醇,七尾企画,伊東 誠,ネイチャープロのいずれかの
著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし内山 晟,
波多江 醇については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３２集
第１編 はるの　こえ  1977年4月発行

写真

299 ななほしてんとうむし
内山 晟,波多江 醇,七尾企画,伊東 誠,ネイチャープロのいずれかの
著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし内山 晟,
波多江 醇については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３２集
第１編 はるの　こえ  1977年4月発行

写真

300 みつばち
内山 晟,波多江 醇,七尾企画,伊東 誠,ネイチャープロのいずれかの
著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし内山 晟,
波多江 醇については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３２集
第１編 はるの　こえ  1977年4月発行

写真

301 みつばち
内山 晟,波多江 醇,七尾企画,伊東 誠,ネイチャープロのいずれかの
著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし内山 晟,
波多江 醇については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３２集
第１編 はるの　こえ  1977年4月発行

写真

302 みつばちのこども
内山 晟,波多江 醇,七尾企画,伊東 誠,ネイチャープロのいずれかの
著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし内山 晟,
波多江 醇については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３２集
第１編 はるの　こえ  1977年4月発行

写真

303 おおかまきり
ＮＮＰ,七尾企画,ネイチャープロ,清水　清のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３２集
第２編 たまご・たまご  1977年5月発行

写真

304 おやまじゃくし
ＮＮＰ,七尾企画,ネイチャープロ,清水　清のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３２集
第２編 たまご・たまご  1977年5月発行

写真

305 かえるのたまご
ＮＮＰ,七尾企画,ネイチャープロ,清水　清のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３２集
第２編 たまご・たまご  1977年5月発行

写真

306 かずのこ
ＮＮＰ,七尾企画,ネイチャープロ,清水　清のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３２集
第２編 たまご・たまご  1977年5月発行

写真

307 かにぐも
ＮＮＰ,七尾企画,ネイチャープロ,清水　清のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３２集
第２編 たまご・たまご  1977年5月発行

写真

308 かまきり
ＮＮＰ,七尾企画,ネイチャープロ,清水　清のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３２集
第２編 たまご・たまご  1977年5月発行

写真
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309 くも
ＮＮＰ,七尾企画,ネイチャープロ,清水　清のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３２集
第２編 たまご・たまご  1977年5月発行

写真

310 たまご
ＮＮＰ,七尾企画,ネイチャープロ,清水　清のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３２集
第２編 たまご・たまご  1977年5月発行

写真

311 たまご
ＮＮＰ,七尾企画,ネイチャープロ,清水　清のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３２集
第２編 たまご・たまご  1977年5月発行

写真

312 たまご
ＮＮＰ,七尾企画,ネイチャープロ,清水　清のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３２集
第２編 たまご・たまご  1977年5月発行

写真

313 ひよこ
ＮＮＰ,七尾企画,ネイチャープロ,清水　清のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３２集
第２編 たまご・たまご  1977年5月発行

写真

314 われたたまご
ＮＮＰ,七尾企画,ネイチャープロ,清水　清のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３２集
第２編 たまご・たまご  1977年5月発行

写真

315 あさがお
七尾企画,鈴木喜夫のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３２集
第２編 たまご・たまご  1977年5月発行

写真

316 あさがおの種
七尾企画,鈴木喜夫のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３２集
第２編 たまご・たまご  1977年5月発行

写真

317 おとこのことおんなのこ
七尾企画,鈴木喜夫のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３２集
第２編 たまご・たまご  1977年5月発行

写真

318 つるがのびてきた
七尾企画,鈴木喜夫のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３２集
第２編 たまご・たまご  1977年5月発行

写真

319 発芽
七尾企画,鈴木喜夫のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３２集
第２編 たまご・たまご  1977年5月発行

写真

320 ざりがに ネイチャープロ
フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３２集
第３編 とけい  1977年6月発行

写真

321 うみ
水中造形センター,ファインフォト,アニマルフォトのいずれかの
著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし水中造形
センターについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３２集
第４編 う　み  1977年7月発行

写真

322 うみ
水中造形センター,ファインフォト,アニマルフォトのいずれかの
著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし水中造形
センターについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３２集
第４編 う　み  1977年7月発行

写真
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323 うみ
水中造形センター,ファインフォト,アニマルフォトのいずれかの
著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし水中造形
センターについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３２集
第４編 う　み  1977年7月発行

写真

324 うみづきちょうちょううお
水中造形センター,ファインフォト,アニマルフォトのいずれかの
著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし水中造形
センターについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３２集
第４編 う　み  1977年7月発行

写真

325 かくれくまのみ
水中造形センター,ファインフォト,アニマルフォトのいずれかの
著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし水中造形
センターについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３２集
第４編 う　み  1977年7月発行

写真

326 はりせんぼん
水中造形センター,ファインフォト,アニマルフォトのいずれかの
著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし水中造形
センターについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３２集
第４編 う　み  1977年7月発行

写真

327 とうもろこし　葉が出る
七尾企画,ファインフォト,家の光フォトサービスのいずれかの著
作物と思われるが著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３２集
第５編 とうもろこし  1977年8月発行

写真

328 とうもろこし畑
七尾企画,ファインフォト,家の光フォトサービスのいずれかの著
作物と思われるが著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３２集
第５編 とうもろこし  1977年8月発行

写真

329 とうもろこし畑
七尾企画,ファインフォト,家の光フォトサービスのいずれかの著
作物と思われるが著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３２集
第５編 とうもろこし  1977年8月発行

写真

330 とうもろこし畑
七尾企画,ファインフォト,家の光フォトサービスのいずれかの著
作物と思われるが著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３２集
第５編 とうもろこし  1977年8月発行

写真

331 とうもろこし畑
七尾企画,ファインフォト,家の光フォトサービスのいずれかの著
作物と思われるが著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３２集
第５編 とうもろこし  1977年8月発行

写真

332 とうもろこし発芽
七尾企画,ファインフォト,家の光フォトサービスのいずれかの著
作物と思われるが著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３２集
第５編 とうもろこし  1977年8月発行

写真

333 はたらく　じどうしゃ ブリジストンタイヤ株式会社
フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３２集
第８編 しょうぼう  1977年11月発行

写真

334 あしあと
七尾企画,ファインフォト,ネイチャープロのいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３２集
第１１編 ライオン  1978年2月発行

写真

335 かきのみ
七尾企画,ファインフォト,ネイチャープロのいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３２集
第１１編 ライオン  1978年2月発行

写真

336 ガラスについた氷
七尾企画,ファインフォト,ネイチャープロのいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３２集
第１１編 ライオン  1978年2月発行

写真
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337 スケート
七尾企画,ファインフォト,ネイチャープロのいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３２集
第１１編 ライオン  1978年2月発行

写真

338 つらら
七尾企画,ファインフォト,ネイチャープロのいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３２集
第１１編 ライオン  1978年2月発行

写真

339 どうぶつ
七尾企画,ファインフォト,ネイチャープロのいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３２集
第１１編 ライオン  1978年2月発行

写真

340 ひょうしき
七尾企画,ファインフォト,ネイチャープロのいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３２集
第１１編 ライオン  1978年2月発行

写真

341 山の木
七尾企画,ファインフォト,ネイチャープロのいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３２集
第１１編 ライオン  1978年2月発行

写真

342 積もった雪
七尾企画,ファインフォト,ネイチャープロのいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３２集
第１１編 ライオン  1978年2月発行

写真

343 雪下ろし
七尾企画,ファインフォト,ネイチャープロのいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３２集
第１１編 ライオン  1978年2月発行

写真

344 雪下段右
七尾企画,ファインフォト,ネイチャープロのいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３２集
第１１編 ライオン  1978年2月発行

写真

345 雪下段左
七尾企画,ファインフォト,ネイチャープロのいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３２集
第１１編 ライオン  1978年2月発行

写真

346 雪上段
七尾企画,ファインフォト,ネイチャープロのいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３２集
第１１編 ライオン  1978年2月発行

写真

347 雪中段右
七尾企画,ファインフォト,ネイチャープロのいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３２集
第１１編 ライオン  1978年2月発行

写真

348 雪中段左
七尾企画,ファインフォト,ネイチャープロのいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３２集
第１１編 ライオン  1978年2月発行

写真

349 川の中の氷
七尾企画,ファインフォト,ネイチャープロのいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３２集
第１１編 ライオン  1978年2月発行

写真

350 草
七尾企画,ファインフォト,ネイチャープロのいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３２集
第１１編 ライオン  1978年2月発行

写真
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351 霜
七尾企画,ファインフォト,ネイチャープロのいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３２集
第１１編 ライオン  1978年2月発行

写真

352 霜柱
七尾企画,ファインフォト,ネイチャープロのいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３２集
第１１編 ライオン  1978年2月発行

写真

353 道端の氷
七尾企画,ファインフォト,ネイチャープロのいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３２集
第１１編 ライオン  1978年2月発行

写真

354 アルフェッタ

三菱自動車工業,本田技研工業,フォトリサーチ,トヨタ自動車販売,
ヤナセのいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不
明。ただし三菱自動車工業,本田技研工業については二次使用許
諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３２集
第１２編 バスの　いちにち  1978年3月発行

写真

355 キャデラック

三菱自動車工業,本田技研工業,フォトリサーチ,トヨタ自動車販売,
ヤナセのいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不
明。ただし三菱自動車工業,本田技研工業については二次使用許
諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３２集
第１２編 バスの　いちにち  1978年3月発行

写真

356 シトロエン

三菱自動車工業,本田技研工業,フォトリサーチ,トヨタ自動車販売,
ヤナセのいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不
明。ただし三菱自動車工業,本田技研工業については二次使用許
諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３２集
第１２編 バスの　いちにち  1978年3月発行

写真

357 はとバス

三菱自動車工業,本田技研工業,フォトリサーチ,トヨタ自動車販売,
ヤナセのいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不
明。ただし三菱自動車工業,本田技研工業については二次使用許
諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３２集
第１２編 バスの　いちにち  1978年3月発行

写真

358 フォルクスワーゲン

三菱自動車工業,本田技研工業,フォトリサーチ,トヨタ自動車販売,
ヤナセのいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不
明。ただし三菱自動車工業,本田技研工業については二次使用許
諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３２集
第１２編 バスの　いちにち  1978年3月発行

写真

359 ポルシェ

三菱自動車工業,本田技研工業,フォトリサーチ,トヨタ自動車販売,
ヤナセのいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不
明。ただし三菱自動車工業,本田技研工業については二次使用許
諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３２集
第１２編 バスの　いちにち  1978年3月発行

写真

360 ボルボ

三菱自動車工業,本田技研工業,フォトリサーチ,トヨタ自動車販売,
ヤナセのいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不
明。ただし三菱自動車工業,本田技研工業については二次使用許
諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３２集
第１２編 バスの　いちにち  1978年3月発行

写真

361 ランボルギーニ

三菱自動車工業,本田技研工業,フォトリサーチ,トヨタ自動車販売,
ヤナセのいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不
明。ただし三菱自動車工業,本田技研工業については二次使用許
諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３２集
第１２編 バスの　いちにち  1978年3月発行

写真

362 ロールスロイス

三菱自動車工業,本田技研工業,フォトリサーチ,トヨタ自動車販売,
ヤナセのいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不
明。ただし三菱自動車工業,本田技研工業については二次使用許
諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３２集
第１２編 バスの　いちにち  1978年3月発行

写真

363 ロンドンのバス

三菱自動車工業,本田技研工業,フォトリサーチ,トヨタ自動車販売,
ヤナセのいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不
明。ただし三菱自動車工業,本田技研工業については二次使用許
諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３２集
第１２編 バスの　いちにち  1978年3月発行

写真

364 あり

田中光常,内山 晟,大高成元,東京動物園協会,七尾企画,ネイチャー
プロ,アニマルフォトのいずれかの著作物と思われるが著作者の
特定ができず不明。ただし田中光常,内山 晟,大高成元,東京動物園
協会については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第１編 いただきまーす  1978年4月発行

写真
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365 キリン

田中光常,内山 晟,大高成元,東京動物園協会,七尾企画,ネイチャー
プロ,アニマルフォトのいずれかの著作物と思われるが著作者の
特定ができず不明。ただし田中光常,内山 晟,大高成元,東京動物園
協会については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第１編 いただきまーす  1978年4月発行

写真

366 さる

田中光常,内山 晟,大高成元,東京動物園協会,七尾企画,ネイチャー
プロ,アニマルフォトのいずれかの著作物と思われるが著作者の
特定ができず不明。ただし田中光常,内山 晟,大高成元,東京動物園
協会については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第１編 いただきまーす  1978年4月発行

写真

367 しか

田中光常,内山 晟,大高成元,東京動物園協会,七尾企画,ネイチャー
プロ,アニマルフォトのいずれかの著作物と思われるが著作者の
特定ができず不明。ただし田中光常,内山 晟,大高成元,東京動物園
協会については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第１編 いただきまーす  1978年4月発行

写真

368 しまりす

田中光常,内山 晟,大高成元,東京動物園協会,七尾企画,ネイチャー
プロ,アニマルフォトのいずれかの著作物と思われるが著作者の
特定ができず不明。ただし田中光常,内山 晟,大高成元,東京動物園
協会については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第１編 いただきまーす  1978年4月発行

写真

369 ゾウ

田中光常,内山 晟,大高成元,東京動物園協会,七尾企画,ネイチャー
プロ,アニマルフォトのいずれかの著作物と思われるが著作者の
特定ができず不明。ただし田中光常,内山 晟,大高成元,東京動物園
協会については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第１編 いただきまーす  1978年4月発行

写真

370 つばめ

田中光常,内山 晟,大高成元,東京動物園協会,七尾企画,ネイチャー
プロ,アニマルフォトのいずれかの著作物と思われるが著作者の
特定ができず不明。ただし田中光常,内山 晟,大高成元,東京動物園
協会については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第１編 いただきまーす  1978年4月発行

写真

371 てんとうむし

田中光常,内山 晟,大高成元,東京動物園協会,七尾企画,ネイチャー
プロ,アニマルフォトのいずれかの著作物と思われるが著作者の
特定ができず不明。ただし田中光常,内山 晟,大高成元,東京動物園
協会については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第１編 いただきまーす  1978年4月発行

写真

372 パンダ

田中光常,内山 晟,大高成元,東京動物園協会,七尾企画,ネイチャー
プロ,アニマルフォトのいずれかの著作物と思われるが著作者の
特定ができず不明。ただし田中光常,内山 晟,大高成元,東京動物園
協会については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第１編 いただきまーす  1978年4月発行

写真

373 ひばり

田中光常,内山 晟,大高成元,東京動物園協会,七尾企画,ネイチャー
プロ,アニマルフォトのいずれかの著作物と思われるが著作者の
特定ができず不明。ただし田中光常,内山 晟,大高成元,東京動物園
協会については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第１編 いただきまーす  1978年4月発行

写真

374 ぺりかん

田中光常,内山 晟,大高成元,東京動物園協会,七尾企画,ネイチャー
プロ,アニマルフォトのいずれかの著作物と思われるが著作者の
特定ができず不明。ただし田中光常,内山 晟,大高成元,東京動物園
協会については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第１編 いただきまーす  1978年4月発行

写真

375 みつばち

田中光常,内山 晟,大高成元,東京動物園協会,七尾企画,ネイチャー
プロ,アニマルフォトのいずれかの著作物と思われるが著作者の
特定ができず不明。ただし田中光常,内山 晟,大高成元,東京動物園
協会については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第１編 いただきまーす  1978年4月発行

写真

376 かるがも ネイチャープロ
フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第２編 じょうぶな　からだ  1978年5月発行

写真

377 あさり
七尾企画,ネイチャープロ,アニマルフォトのいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第３編 しおひがり  1978年6月発行

写真

378 こめつきがに
七尾企画,ネイチャープロ,アニマルフォトのいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第３編 しおひがり  1978年6月発行

写真
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379 はくせんしおまねき
七尾企画,ネイチャープロ,アニマルフォトのいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第３編 しおひがり  1978年6月発行

写真

380 やどかり
七尾企画,ネイチャープロ,アニマルフォトのいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第３編 しおひがり  1978年6月発行

写真

381 いたち ネイチャープロ
フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第３編 しおひがり  1978年6月発行

写真

382 いのししのこども ネイチャープロ
フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第３編 しおひがり  1978年6月発行

写真

383 いわな ネイチャープロ
フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第３編 しおひがり  1978年6月発行

写真

384 かわがらす ネイチャープロ
フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第３編 しおひがり  1978年6月発行

写真

385 さわがに ネイチャープロ
フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第３編 しおひがり  1978年6月発行

写真

386 たぬき ネイチャープロ
フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第３編 しおひがり  1978年6月発行

写真

387 やませみ ネイチャープロ
フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第３編 しおひがり  1978年6月発行

写真

388 渓流 ネイチャープロ
フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第３編 しおひがり  1978年6月発行

写真

389 川の流れ ネイチャープロ
フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第３編 しおひがり  1978年6月発行

写真

390 いちじく
ボンカラー,ファインフォトのいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第４編 やさいサラダを　どうぞ  1978年7月発行

写真

391 すいか
ボンカラー,ファインフォトのいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第４編 やさいサラダを　どうぞ  1978年7月発行

写真

392 すもも
ボンカラー,ファインフォトのいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第４編 やさいサラダを　どうぞ  1978年7月発行

写真
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393 なし
ボンカラー,ファインフォトのいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第４編 やさいサラダを　どうぞ  1978年7月発行

写真

394 びわ
ボンカラー,ファインフォトのいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第４編 やさいサラダを　どうぞ  1978年7月発行

写真

395 まくわうり
ボンカラー,ファインフォトのいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第４編 やさいサラダを　どうぞ  1978年7月発行

写真

396 マスクメロン
ボンカラー,ファインフォトのいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第４編 やさいサラダを　どうぞ  1978年7月発行

写真

397 もも
ボンカラー,ファインフォトのいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第４編 やさいサラダを　どうぞ  1978年7月発行

写真

398 あきののげし
七尾企画,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作
者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第６編 みちばたの　くさ  1978年9月発行

写真

399 いぬたで
七尾企画,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作
者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第６編 みちばたの　くさ  1978年9月発行

写真

400 いのこずち
七尾企画,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作
者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第６編 みちばたの　くさ  1978年9月発行

写真

401 うすばかげろう
七尾企画,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作
者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第６編 みちばたの　くさ  1978年9月発行

写真

402 おなもみ
七尾企画,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作
者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第６編 みちばたの　くさ  1978年9月発行

写真

403 かたばみ
七尾企画,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作
者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第６編 みちばたの　くさ  1978年9月発行

写真

404 からすのえんどう
七尾企画,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作
者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第６編 みちばたの　くさ  1978年9月発行

写真

405 げんごろう
七尾企画,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作
者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第６編 みちばたの　くさ  1978年9月発行

写真

406 げんのしょうこ
七尾企画,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作
者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第６編 みちばたの　くさ  1978年9月発行

写真
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407 じゅずだま
七尾企画,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作
者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第６編 みちばたの　くさ  1978年9月発行

写真

408 すすき
七尾企画,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作
者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第６編 みちばたの　くさ  1978年9月発行

写真

409 すずむし
七尾企画,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作
者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第６編 みちばたの　くさ  1978年9月発行

写真

410 せんだんぐさ
七尾企画,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作
者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第６編 みちばたの　くさ  1978年9月発行

写真

411 てんとうむし
七尾企画,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作
者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第６編 みちばたの　くさ  1978年9月発行

写真

412 ぬすびとはぎ
七尾企画,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作
者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第６編 みちばたの　くさ  1978年9月発行

写真

413 のはらあざみ
七尾企画,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作
者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第６編 みちばたの　くさ  1978年9月発行

写真

414 ぼたんづる
七尾企画,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作
者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第６編 みちばたの　くさ  1978年9月発行

写真

415 ようしゅやまごぼう
七尾企画,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作
者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第６編 みちばたの　くさ  1978年9月発行

写真

416 よめな
七尾企画,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作
者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第６編 みちばたの　くさ  1978年9月発行

写真

417 いちょう
七尾企画,ネイチャープロ,八木下 弘のいずれかの著作物と思われ
るが著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第７編 もっきんの　できるまで  1978年10月発行

写真

418 けやき
七尾企画,ネイチャープロ,八木下 弘のいずれかの著作物と思われ
るが著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第７編 もっきんの　できるまで  1978年10月発行

写真

419 さくら
七尾企画,ネイチャープロ,八木下 弘のいずれかの著作物と思われ
るが著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第７編 もっきんの　できるまで  1978年10月発行

写真

420 すぎ
七尾企画,ネイチャープロ,八木下 弘のいずれかの著作物と思われ
るが著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第７編 もっきんの　できるまで  1978年10月発行

写真
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421 そてつ
七尾企画,ネイチャープロ,八木下 弘のいずれかの著作物と思われ
るが著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第７編 もっきんの　できるまで  1978年10月発行

写真

422 ぽぷら
七尾企画,ネイチャープロ,八木下 弘のいずれかの著作物と思われ
るが著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第７編 もっきんの　できるまで  1978年10月発行

写真

423 まつ
七尾企画,ネイチャープロ,八木下 弘のいずれかの著作物と思われ
るが著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第７編 もっきんの　できるまで  1978年10月発行

写真

424 ターミナル
全日空,吉田勝美,ボンカラー,フォト企画のいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただし全日空については二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第８編 パトロールカー  1978年11月発行

写真

425 ならんでください
全日空,吉田勝美,ボンカラー,フォト企画のいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただし全日空については二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第８編 パトロールカー  1978年11月発行

写真

426 運転手
全日空,吉田勝美,ボンカラー,フォト企画のいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただし全日空については二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第８編 パトロールカー  1978年11月発行

写真

427 運転席
全日空,吉田勝美,ボンカラー,フォト企画のいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただし全日空については二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第８編 パトロールカー  1978年11月発行

写真

428 汚れをきれいに
全日空,吉田勝美,ボンカラー,フォト企画のいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただし全日空については二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第８編 パトロールカー  1978年11月発行

写真

429 狭い道
全日空,吉田勝美,ボンカラー,フォト企画のいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただし全日空については二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第８編 パトロールカー  1978年11月発行

写真

430 故障はないか
全日空,吉田勝美,ボンカラー,フォト企画のいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただし全日空については二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第８編 パトロールカー  1978年11月発行

写真

431 出発
全日空,吉田勝美,ボンカラー,フォト企画のいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただし全日空については二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第８編 パトロールカー  1978年11月発行

写真

432 新幹線
全日空,吉田勝美,ボンカラー,フォト企画のいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただし全日空については二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第８編 パトロールカー  1978年11月発行

写真

433 新幹線運転席
全日空,吉田勝美,ボンカラー,フォト企画のいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただし全日空については二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第８編 パトロールカー  1978年11月発行

写真

434 飛行機
全日空,吉田勝美,ボンカラー,フォト企画のいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただし全日空については二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第８編 パトロールカー  1978年11月発行

写真
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435 飛行機操縦席
全日空,吉田勝美,ボンカラー,フォト企画のいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただし全日空については二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第８編 パトロールカー  1978年11月発行

写真

436 あかげら
内山 晟,七尾企画,ネイチャープロ,アニマルフォトのいずれかの著
作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし内山 晟に
ついては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第９編 どうぶつの　おうち  1978年12月発行

写真

437 かいつぶり
内山 晟,七尾企画,ネイチャープロ,アニマルフォトのいずれかの著
作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし内山 晟に
ついては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第９編 どうぶつの　おうち  1978年12月発行

写真

438 くさぐも
内山 晟,七尾企画,ネイチャープロ,アニマルフォトのいずれかの著
作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし内山 晟に
ついては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第９編 どうぶつの　おうち  1978年12月発行

写真

439 こがたすずめばち
内山 晟,七尾企画,ネイチャープロ,アニマルフォトのいずれかの著
作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし内山 晟に
ついては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第９編 どうぶつの　おうち  1978年12月発行

写真

440 こくわがた
内山 晟,七尾企画,ネイチャープロ,アニマルフォトのいずれかの著
作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし内山 晟に
ついては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第９編 どうぶつの　おうち  1978年12月発行

写真

441 さぎ
内山 晟,七尾企画,ネイチャープロ,アニマルフォトのいずれかの著
作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし内山 晟に
ついては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第９編 どうぶつの　おうち  1978年12月発行

写真

442 しじゅうから下段
内山 晟,七尾企画,ネイチャープロ,アニマルフォトのいずれかの著
作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし内山 晟に
ついては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第９編 どうぶつの　おうち  1978年12月発行

写真

443 しじゅうから上段
内山 晟,七尾企画,ネイチャープロ,アニマルフォトのいずれかの著
作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし内山 晟に
ついては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第９編 どうぶつの　おうち  1978年12月発行

写真

444 すずめ
内山 晟,七尾企画,ネイチャープロ,アニマルフォトのいずれかの著
作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし内山 晟に
ついては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第９編 どうぶつの　おうち  1978年12月発行

写真

445 つばめ
内山 晟,七尾企画,ネイチャープロ,アニマルフォトのいずれかの著
作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし内山 晟に
ついては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第９編 どうぶつの　おうち  1978年12月発行

写真

446 てんとうむし
内山 晟,七尾企画,ネイチャープロ,アニマルフォトのいずれかの著
作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし内山 晟に
ついては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第９編 どうぶつの　おうち  1978年12月発行

写真

447 ひばり
内山 晟,七尾企画,ネイチャープロ,アニマルフォトのいずれかの著
作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし内山 晟に
ついては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第９編 どうぶつの　おうち  1978年12月発行

写真

448 みのむし
内山 晟,七尾企画,ネイチャープロ,アニマルフォトのいずれかの著
作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし内山 晟に
ついては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第９編 どうぶつの　おうち  1978年12月発行

写真
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449 むくどりの巣
内山 晟,七尾企画,ネイチャープロ,アニマルフォトのいずれかの著
作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし内山 晟に
ついては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第９編 どうぶつの　おうち  1978年12月発行

写真

450 犬
内山 晟,七尾企画,ネイチャープロ,アニマルフォトのいずれかの著
作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし内山 晟に
ついては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第９編 どうぶつの　おうち  1978年12月発行

写真

451 かしわ
ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第１２編 はなやさん  1979年3月発行

写真

452 さくら
ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第１２編 はなやさん  1979年3月発行

写真

453 ねこやなぎ
ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第１２編 はなやさん  1979年3月発行

写真

454 ぼけ
ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第１２編 はなやさん  1979年3月発行

写真

455 もくれん
ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第１２編 はなやさん  1979年3月発行

写真

456 もも
ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３３集
第１２編 はなやさん  1979年3月発行

写真

457 あひる

田中光常,内山 晟,大高成元,オリオンプレス,ネイチャープロ,アニ
マルフォトのいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができ
ず不明。ただし田中光常,内山 晟,大高成元については二次使用許
諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第１編 はるって　なあに  1979年4月発行

写真

458 うさぎ

田中光常,内山 晟,大高成元,オリオンプレス,ネイチャープロ,アニ
マルフォトのいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができ
ず不明。ただし田中光常,内山 晟,大高成元については二次使用許
諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第１編 はるって　なあに  1979年4月発行

写真

459 オランウータン

田中光常,内山 晟,大高成元,オリオンプレス,ネイチャープロ,アニ
マルフォトのいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができ
ず不明。ただし田中光常,内山 晟,大高成元については二次使用許
諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第１編 はるって　なあに  1979年4月発行

写真

460 かば

田中光常,内山 晟,大高成元,オリオンプレス,ネイチャープロ,アニ
マルフォトのいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができ
ず不明。ただし田中光常,内山 晟,大高成元については二次使用許
諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第１編 はるって　なあに  1979年4月発行

写真

461 きりん

田中光常,内山 晟,大高成元,オリオンプレス,ネイチャープロ,アニ
マルフォトのいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができ
ず不明。ただし田中光常,内山 晟,大高成元については二次使用許
諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第１編 はるって　なあに  1979年4月発行

写真

462 しか

田中光常,内山 晟,大高成元,オリオンプレス,ネイチャープロ,アニ
マルフォトのいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができ
ず不明。ただし田中光常,内山 晟,大高成元については二次使用許
諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第１編 はるって　なあに  1979年4月発行

写真
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463 ぞう

田中光常,内山 晟,大高成元,オリオンプレス,ネイチャープロ,アニ
マルフォトのいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができ
ず不明。ただし田中光常,内山 晟,大高成元については二次使用許
諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第１編 はるって　なあに  1979年4月発行

写真

464 とら

田中光常,内山 晟,大高成元,オリオンプレス,ネイチャープロ,アニ
マルフォトのいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができ
ず不明。ただし田中光常,内山 晟,大高成元については二次使用許
諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第１編 はるって　なあに  1979年4月発行

写真

465 にわとり

田中光常,内山 晟,大高成元,オリオンプレス,ネイチャープロ,アニ
マルフォトのいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができ
ず不明。ただし田中光常,内山 晟,大高成元については二次使用許
諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第１編 はるって　なあに  1979年4月発行

写真

466 ひぐま

田中光常,内山 晟,大高成元,オリオンプレス,ネイチャープロ,アニ
マルフォトのいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができ
ず不明。ただし田中光常,内山 晟,大高成元については二次使用許
諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第１編 はるって　なあに  1979年4月発行

写真

467 やぎ

田中光常,内山 晟,大高成元,オリオンプレス,ネイチャープロ,アニ
マルフォトのいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができ
ず不明。ただし田中光常,内山 晟,大高成元については二次使用許
諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第１編 はるって　なあに  1979年4月発行

写真

468 ライオン

田中光常,内山 晟,大高成元,オリオンプレス,ネイチャープロ,アニ
マルフォトのいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができ
ず不明。ただし田中光常,内山 晟,大高成元については二次使用許
諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第１編 はるって　なあに  1979年4月発行

写真

469 犬

田中光常,内山 晟,大高成元,オリオンプレス,ネイチャープロ,アニ
マルフォトのいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができ
ず不明。ただし田中光常,内山 晟,大高成元については二次使用許
諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第１編 はるって　なあに  1979年4月発行

写真

470 あおむし
矢島稔,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし矢島稔,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第１編 はるって　なあに  1979年4月発行

写真

471 あげはちょう
矢島稔,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし矢島稔,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第１編 はるって　なあに  1979年4月発行

写真

472 アネモネ
矢島稔,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし矢島稔,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第１編 はるって　なあに  1979年4月発行

写真

473 きちょう
矢島稔,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし矢島稔,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第１編 はるって　なあに  1979年4月発行

写真

474 きちょう
矢島稔,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし矢島稔,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第１編 はるって　なあに  1979年4月発行

写真

475 さなぎ
矢島稔,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし矢島稔,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第１編 はるって　なあに  1979年4月発行

写真

476 すいせん
矢島稔,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし矢島稔,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第１編 はるって　なあに  1979年4月発行

写真
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477 たまご
矢島稔,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし矢島稔,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第１編 はるって　なあに  1979年4月発行

写真

478 てんとうむし
矢島稔,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし矢島稔,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第１編 はるって　なあに  1979年4月発行

写真

479 はねがみえてきた
矢島稔,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし矢島稔,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第１編 はるって　なあに  1979年4月発行

写真

480 パンジー
矢島稔,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし矢島稔,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第１編 はるって　なあに  1979年4月発行

写真

481 ヒヤシンス
矢島稔,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし矢島稔,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第１編 はるって　なあに  1979年4月発行

写真

482 べにしじみ
矢島稔,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし矢島稔,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第１編 はるって　なあに  1979年4月発行

写真

483 みつばち
矢島稔,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし矢島稔,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第１編 はるって　なあに  1979年4月発行

写真

484 かたつむり
ＮＮＰ,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定
ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第２編 おかあさん  1979年5月発行

写真

485 かたつむり
ＮＮＰ,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定
ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第２編 おかあさん  1979年5月発行

写真

486 カタツムリの赤ちゃん
ＮＮＰ,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定
ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第２編 おかあさん  1979年5月発行

写真

487 かたつむり右
ＮＮＰ,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定
ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第２編 おかあさん  1979年5月発行

写真

488 かたつむり左
ＮＮＰ,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定
ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第２編 おかあさん  1979年5月発行

写真

489 なす
七尾企画,ボンカラー,ネイチャープロのいずれかの著作物と思わ
れるが著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第３編 トマトばたけ  1979年6月発行

写真

490 大根
七尾企画,ボンカラー,ネイチャープロのいずれかの著作物と思わ
れるが著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第３編 トマトばたけ  1979年6月発行

写真
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491 大根の花
七尾企画,ボンカラー,ネイチャープロのいずれかの著作物と思わ
れるが著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第３編 トマトばたけ  1979年6月発行

写真

492 あしながばち
今森光彦,七尾企画,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われ
るが著作者の特定ができず不明。ただし今森光彦については二次
使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第５編 なつの　むしと　はな  1979年8月発行

写真

493 あわ
今森光彦,七尾企画,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われ
るが著作者の特定ができず不明。ただし今森光彦については二次
使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第５編 なつの　むしと　はな  1979年8月発行

写真

494 あわふきむし
今森光彦,七尾企画,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われ
るが著作者の特定ができず不明。ただし今森光彦については二次
使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第５編 なつの　むしと　はな  1979年8月発行

写真

495 おおかまきり
今森光彦,七尾企画,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われ
るが著作者の特定ができず不明。ただし今森光彦については二次
使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第５編 なつの　むしと　はな  1979年8月発行

写真

496 かぶとむし
今森光彦,七尾企画,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われ
るが著作者の特定ができず不明。ただし今森光彦については二次
使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第５編 なつの　むしと　はな  1979年8月発行

写真

497 かまきり
今森光彦,七尾企画,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われ
るが著作者の特定ができず不明。ただし今森光彦については二次
使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第５編 なつの　むしと　はな  1979年8月発行

写真

498 きあげは
今森光彦,七尾企画,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われ
るが著作者の特定ができず不明。ただし今森光彦については二次
使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第５編 なつの　むしと　はな  1979年8月発行

写真

499 しおからとんぼ
今森光彦,七尾企画,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われ
るが著作者の特定ができず不明。ただし今森光彦については二次
使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第５編 なつの　むしと　はな  1979年8月発行

写真

500 とっくりばち
今森光彦,七尾企画,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われ
るが著作者の特定ができず不明。ただし今森光彦については二次
使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第５編 なつの　むしと　はな  1979年8月発行

写真

501 とんぼ
今森光彦,七尾企画,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われ
るが著作者の特定ができず不明。ただし今森光彦については二次
使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第５編 なつの　むしと　はな  1979年8月発行

写真

502 とんぼ下段
今森光彦,七尾企画,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われ
るが著作者の特定ができず不明。ただし今森光彦については二次
使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第５編 なつの　むしと　はな  1979年8月発行

写真

503 とんぼ上段
今森光彦,七尾企画,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われ
るが著作者の特定ができず不明。ただし今森光彦については二次
使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第５編 なつの　むしと　はな  1979年8月発行

写真

504 やご
今森光彦,七尾企画,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われ
るが著作者の特定ができず不明。ただし今森光彦については二次
使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第５編 なつの　むしと　はな  1979年8月発行

写真
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505 かめ
内山 晟,岩合写真事務所,オリオンプレス,宮崎サファリパークのい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
内山 晟,岩合写真事務所については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第６編 サファリパーク  1979年9月発行

写真

506 きりん
内山 晟,岩合写真事務所,オリオンプレス,宮崎サファリパークのい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
内山 晟,岩合写真事務所については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第６編 サファリパーク  1979年9月発行

写真

507 さい
内山 晟,岩合写真事務所,オリオンプレス,宮崎サファリパークのい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
内山 晟,岩合写真事務所については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第６編 サファリパーク  1979年9月発行

写真

508 さいのお昼寝
内山 晟,岩合写真事務所,オリオンプレス,宮崎サファリパークのい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
内山 晟,岩合写真事務所については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第６編 サファリパーク  1979年9月発行

写真

509 しか
内山 晟,岩合写真事務所,オリオンプレス,宮崎サファリパークのい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
内山 晟,岩合写真事務所については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第６編 サファリパーク  1979年9月発行

写真

510 ぞう
内山 晟,岩合写真事務所,オリオンプレス,宮崎サファリパークのい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
内山 晟,岩合写真事務所については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第６編 サファリパーク  1979年9月発行

写真

511 ぞう
内山 晟,岩合写真事務所,オリオンプレス,宮崎サファリパークのい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
内山 晟,岩合写真事務所については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第６編 サファリパーク  1979年9月発行

写真

512 だちょう
内山 晟,岩合写真事務所,オリオンプレス,宮崎サファリパークのい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
内山 晟,岩合写真事務所については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第６編 サファリパーク  1979年9月発行

写真

513 チーター
内山 晟,岩合写真事務所,オリオンプレス,宮崎サファリパークのい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
内山 晟,岩合写真事務所については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第６編 サファリパーク  1979年9月発行

写真

514 とら
内山 晟,岩合写真事務所,オリオンプレス,宮崎サファリパークのい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
内山 晟,岩合写真事務所については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第６編 サファリパーク  1979年9月発行

写真

515 ラマ
内山 晟,岩合写真事務所,オリオンプレス,宮崎サファリパークのい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
内山 晟,岩合写真事務所については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第６編 サファリパーク  1979年9月発行

写真

516 ロバ
内山 晟,岩合写真事務所,オリオンプレス,宮崎サファリパークのい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
内山 晟,岩合写真事務所については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第６編 サファリパーク  1979年9月発行

写真

517 子供たちとうさぎ
内山 晟,岩合写真事務所,オリオンプレス,宮崎サファリパークのい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
内山 晟,岩合写真事務所については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第６編 サファリパーク  1979年9月発行

写真

518 男の子とうさぎ
内山 晟,岩合写真事務所,オリオンプレス,宮崎サファリパークのい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
内山 晟,岩合写真事務所については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第６編 サファリパーク  1979年9月発行

写真
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(1)株式会社フレーベル館発行の「キンダーブック」に掲載された写真、絵、文章等。（別紙1）

№ 題号 著作者 制作・発行元・発行年　等 著作物のジャンル

519 ぞう
内山 晟,大高成元,竹下幸也写真事務所のいずれかの著作物と思わ
れるが著作者の特定ができず不明。ただし内山 晟,大高成元につ
いては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第６編 サファリパーク  1979年9月発行

写真

520 とり
内山 晟,大高成元,竹下幸也写真事務所のいずれかの著作物と思わ
れるが著作者の特定ができず不明。ただし内山 晟,大高成元につ
いては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第６編 サファリパーク  1979年9月発行

写真

521 レントゲン
内山 晟,大高成元,竹下幸也写真事務所のいずれかの著作物と思わ
れるが著作者の特定ができず不明。ただし内山 晟,大高成元につ
いては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第６編 サファリパーク  1979年9月発行

写真

522 犬
内山 晟,大高成元,竹下幸也写真事務所のいずれかの著作物と思わ
れるが著作者の特定ができず不明。ただし内山 晟,大高成元につ
いては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第６編 サファリパーク  1979年9月発行

写真

523 小さい動物の診察
内山 晟,大高成元,竹下幸也写真事務所のいずれかの著作物と思わ
れるが著作者の特定ができず不明。ただし内山 晟,大高成元につ
いては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第６編 サファリパーク  1979年9月発行

写真

524 猫
内山 晟,大高成元,竹下幸也写真事務所のいずれかの著作物と思わ
れるが著作者の特定ができず不明。ただし内山 晟,大高成元につ
いては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第６編 サファリパーク  1979年9月発行

写真

525 おこさまランチ
ＮＮＰ,ネイチャープロ,家の光フォトサービスのいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについ
ては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第７編 お　こ　め  1979年10月発行

写真

526 おすしべんとう
ＮＮＰ,ネイチャープロ,家の光フォトサービスのいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについ
ては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第７編 お　こ　め  1979年10月発行

写真

527 おにぎり
ＮＮＰ,ネイチャープロ,家の光フォトサービスのいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについ
ては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第７編 お　こ　め  1979年10月発行

写真

528 おべんとう
ＮＮＰ,ネイチャープロ,家の光フォトサービスのいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについ
ては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第７編 お　こ　め  1979年10月発行

写真

529 オムライス
ＮＮＰ,ネイチャープロ,家の光フォトサービスのいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについ
ては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第７編 お　こ　め  1979年10月発行

写真

530 お米
ＮＮＰ,ネイチャープロ,家の光フォトサービスのいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについ
ては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第７編 お　こ　め  1979年10月発行

写真

531 お米が実る
ＮＮＰ,ネイチャープロ,家の光フォトサービスのいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについ
ては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第７編 お　こ　め  1979年10月発行

写真

532 お米の花
ＮＮＰ,ネイチャープロ,家の光フォトサービスのいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについ
ては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第７編 お　こ　め  1979年10月発行

写真
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(1)株式会社フレーベル館発行の「キンダーブック」に掲載された写真、絵、文章等。（別紙1）

№ 題号 著作者 制作・発行元・発行年　等 著作物のジャンル

533 お米の花が咲く
ＮＮＰ,ネイチャープロ,家の光フォトサービスのいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについ
ては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第７編 お　こ　め  1979年10月発行

写真

534 カレーライス
ＮＮＰ,ネイチャープロ,家の光フォトサービスのいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについ
ては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第７編 お　こ　め  1979年10月発行

写真

535 くりごはん
ＮＮＰ,ネイチャープロ,家の光フォトサービスのいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについ
ては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第７編 お　こ　め  1979年10月発行

写真

536 さんしょくごはん
ＮＮＰ,ネイチャープロ,家の光フォトサービスのいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについ
ては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第７編 お　こ　め  1979年10月発行

写真

537 もみ
ＮＮＰ,ネイチャープロ,家の光フォトサービスのいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについ
ては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第７編 お　こ　め  1979年10月発行

写真

538 もみからめがでるまで右
ＮＮＰ,ネイチャープロ,家の光フォトサービスのいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについ
ては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第７編 お　こ　め  1979年10月発行

写真

539 もみからめがでるまで左
ＮＮＰ,ネイチャープロ,家の光フォトサービスのいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについ
ては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第７編 お　こ　め  1979年10月発行

写真

540 もみからめがでるまで中央
ＮＮＰ,ネイチャープロ,家の光フォトサービスのいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについ
ては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第７編 お　こ　め  1979年10月発行

写真

541 もみがらをとる
ＮＮＰ,ネイチャープロ,家の光フォトサービスのいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについ
ては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第７編 お　こ　め  1979年10月発行

写真

542 稲からもみをとる
ＮＮＰ,ネイチャープロ,家の光フォトサービスのいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについ
ては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第７編 お　こ　め  1979年10月発行

写真

543 稲を刈り取る
ＮＮＰ,ネイチャープロ,家の光フォトサービスのいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについ
ては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第７編 お　こ　め  1979年10月発行

写真

544 芽
ＮＮＰ,ネイチャープロ,家の光フォトサービスのいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについ
ては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第７編 お　こ　め  1979年10月発行

写真

545 刈り取りの機械
ＮＮＰ,ネイチャープロ,家の光フォトサービスのいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについ
ては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第７編 お　こ　め  1979年10月発行

写真

546 白米
ＮＮＰ,ネイチャープロ,家の光フォトサービスのいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについ
ては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第７編 お　こ　め  1979年10月発行

写真
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547 苗を育てる
ＮＮＰ,ネイチャープロ,家の光フォトサービスのいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについ
ては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第７編 お　こ　め  1979年10月発行

写真

548 苗を植える
ＮＮＰ,ネイチャープロ,家の光フォトサービスのいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについ
ては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第７編 お　こ　め  1979年10月発行

写真

549 苗を植える
ＮＮＰ,ネイチャープロ,家の光フォトサービスのいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについ
ては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第７編 お　こ　め  1979年10月発行

写真

550 きゅうきゅうしゃ
ＮＮＰ,三菱自動車工業,東京消防庁,フォトリサーチのいずれかの
著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,
三菱自動車工業,東京消防庁については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第８編 かんごふさん  1979年11月発行

写真

551 ゴミの山
ＮＮＰ,三菱自動車工業,東京消防庁,フォトリサーチのいずれかの
著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,
三菱自動車工業,東京消防庁については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第８編 かんごふさん  1979年11月発行

写真

552 ゴミ集めの自動車
ＮＮＰ,三菱自動車工業,東京消防庁,フォトリサーチのいずれかの
著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,
三菱自動車工業,東京消防庁については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第８編 かんごふさん  1979年11月発行

写真

553 バキュームカー
ＮＮＰ,三菱自動車工業,東京消防庁,フォトリサーチのいずれかの
著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,
三菱自動車工業,東京消防庁については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第８編 かんごふさん  1979年11月発行

写真

554 パトロールカー
ＮＮＰ,三菱自動車工業,東京消防庁,フォトリサーチのいずれかの
著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,
三菱自動車工業,東京消防庁については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第８編 かんごふさん  1979年11月発行

写真

555 ミニカー
ＮＮＰ,三菱自動車工業,東京消防庁,フォトリサーチのいずれかの
著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,
三菱自動車工業,東京消防庁については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第８編 かんごふさん  1979年11月発行

写真

556 ロードスィーパー
ＮＮＰ,三菱自動車工業,東京消防庁,フォトリサーチのいずれかの
著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,
三菱自動車工業,東京消防庁については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第８編 かんごふさん  1979年11月発行

写真

557 消防車
ＮＮＰ,三菱自動車工業,東京消防庁,フォトリサーチのいずれかの
著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,
三菱自動車工業,東京消防庁については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第８編 かんごふさん  1979年11月発行

写真

558 消防車の鐘
ＮＮＰ,三菱自動車工業,東京消防庁,フォトリサーチのいずれかの
著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,
三菱自動車工業,東京消防庁については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第８編 かんごふさん  1979年11月発行

写真

559 かたつむり
ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第９編 はやしの　なか  1979年12月発行

写真

560 つちいなご
ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第９編 はやしの　なか  1979年12月発行

写真
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561 てんとうむし
ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第９編 はやしの　なか  1979年12月発行

写真

562 はやし
ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第９編 はやしの　なか  1979年12月発行

写真

563 みのむし
ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第９編 はやしの　なか  1979年12月発行

写真

564 らいちょう アニマルフォト
フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第９編 はやしの　なか  1979年12月発行

写真

565 らいちょう アニマルフォト
フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第９編 はやしの　なか  1979年12月発行

写真

566 グライダー
ボンカラー,カメラ東京サービス,航空ジャーナル社のいずれかの
著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第１０編 かみひこうき  1980年1月発行

写真

567 ジャンボジェット機
ボンカラー,カメラ東京サービス,航空ジャーナル社のいずれかの
著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第１０編 かみひこうき  1980年1月発行

写真

568 はくちょう
ボンカラー,カメラ東京サービス,航空ジャーナル社のいずれかの
著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第１０編 かみひこうき  1980年1月発行

写真

569 ハンググライダー
ボンカラー,カメラ東京サービス,航空ジャーナル社のいずれかの
著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第１０編 かみひこうき  1980年1月発行

写真

570 ヘリコプター
ボンカラー,カメラ東京サービス,航空ジャーナル社のいずれかの
著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第１０編 かみひこうき  1980年1月発行

写真

571 飛行船
ボンカラー,カメラ東京サービス,航空ジャーナル社のいずれかの
著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３４集
第１０編 かみひこうき  1980年1月発行

写真

572 表紙　こじか オリオンプレス
フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第１編 はるを　みつけた  1980年4月発行

写真

573 チューリップ
栗林　慧,七尾企画,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし栗林　慧については二次使用
許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第１編 はるを　みつけた  1980年4月発行

写真

574 チューリップ
栗林　慧,七尾企画,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし栗林　慧については二次使用
許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第１編 はるを　みつけた  1980年4月発行

写真
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(1)株式会社フレーベル館発行の「キンダーブック」に掲載された写真、絵、文章等。（別紙1）
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575 てんとうむし
栗林　慧,七尾企画,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし栗林　慧については二次使用
許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第１編 はるを　みつけた  1980年4月発行

写真

576 うさぎ
丹渓,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定が
できず不明。ただし丹渓については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第１編 はるを　みつけた  1980年4月発行

写真

577 うさぎ
丹渓,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定が
できず不明。ただし丹渓については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第１編 はるを　みつけた  1980年4月発行

写真

578 たんぽぽ
丹渓,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定が
できず不明。ただし丹渓については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第１編 はるを　みつけた  1980年4月発行

写真

579 においすみれ
丹渓,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定が
できず不明。ただし丹渓については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第１編 はるを　みつけた  1980年4月発行

写真

580 ばら
丹渓,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定が
できず不明。ただし丹渓については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第１編 はるを　みつけた  1980年4月発行

写真

581 あひる
内山 晟,吉野　信,内藤律子,ネイチャープロ,アニマルフォトのい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
内山 晟,吉野　信,内藤律子については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第２編 げんきに　あそぼう  1980年5月発行

写真

582 いぬ
内山 晟,吉野　信,内藤律子,ネイチャープロ,アニマルフォトのい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
内山 晟,吉野　信,内藤律子については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第２編 げんきに　あそぼう  1980年5月発行

写真

583 くま
内山 晟,吉野　信,内藤律子,ネイチャープロ,アニマルフォトのい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
内山 晟,吉野　信,内藤律子については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第２編 げんきに　あそぼう  1980年5月発行

写真

584 チンパンジー
内山 晟,吉野　信,内藤律子,ネイチャープロ,アニマルフォトのい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
内山 晟,吉野　信,内藤律子については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第２編 げんきに　あそぼう  1980年5月発行

写真

585 とら
内山 晟,吉野　信,内藤律子,ネイチャープロ,アニマルフォトのい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
内山 晟,吉野　信,内藤律子については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第２編 げんきに　あそぼう  1980年5月発行

写真

586 馬
内山 晟,吉野　信,内藤律子,ネイチャープロ,アニマルフォトのい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
内山 晟,吉野　信,内藤律子については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第２編 げんきに　あそぼう  1980年5月発行

写真

587 表紙　こいのぼり カメラ東京サービス
フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第２編 げんきに　あそぼう  1980年5月発行

写真

588 あひる
内山 晟,ＮＮＰ,ネイチャープロ,アニマルフォトのいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし内山 晟,ＮＮ
Ｐについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第３編 むしば  1980年6月発行

写真
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589 うさぎ
内山 晟,ＮＮＰ,ネイチャープロ,アニマルフォトのいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし内山 晟,ＮＮ
Ｐについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第３編 むしば  1980年6月発行

写真

590 かえる
内山 晟,ＮＮＰ,ネイチャープロ,アニマルフォトのいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし内山 晟,ＮＮ
Ｐについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第３編 むしば  1980年6月発行

写真

591 ごりら
内山 晟,ＮＮＰ,ネイチャープロ,アニマルフォトのいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし内山 晟,ＮＮ
Ｐについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第３編 むしば  1980年6月発行

写真

592 しゃくとりむし
内山 晟,ＮＮＰ,ネイチャープロ,アニマルフォトのいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし内山 晟,ＮＮ
Ｐについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第３編 むしば  1980年6月発行

写真

593 ぺんぎん
内山 晟,ＮＮＰ,ネイチャープロ,アニマルフォトのいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし内山 晟,ＮＮ
Ｐについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第３編 むしば  1980年6月発行

写真

594 あひる
内山 晟,東京動物園協会,オリオンプレス,アニマルフォトのいずれ
かの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし内山
晟,東京動物園協会については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第４編 みずあそび  1980年7月発行

写真

595 かば
内山 晟,東京動物園協会,オリオンプレス,アニマルフォトのいずれ
かの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし内山
晟,東京動物園協会については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第４編 みずあそび  1980年7月発行

写真

596 ゴリラ
内山 晟,東京動物園協会,オリオンプレス,アニマルフォトのいずれ
かの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし内山
晟,東京動物園協会については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第４編 みずあそび  1980年7月発行

写真

597 さる
内山 晟,東京動物園協会,オリオンプレス,アニマルフォトのいずれ
かの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし内山
晟,東京動物園協会については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第４編 みずあそび  1980年7月発行

写真

598 シロクマ
内山 晟,東京動物園協会,オリオンプレス,アニマルフォトのいずれ
かの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし内山
晟,東京動物園協会については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第４編 みずあそび  1980年7月発行

写真

599 ぞう
内山 晟,東京動物園協会,オリオンプレス,アニマルフォトのいずれ
かの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし内山
晟,東京動物園協会については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第４編 みずあそび  1980年7月発行

写真

600 ぞう
内山 晟,東京動物園協会,オリオンプレス,アニマルフォトのいずれ
かの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし内山
晟,東京動物園協会については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第４編 みずあそび  1980年7月発行

写真

601 らっこ
内山 晟,東京動物園協会,オリオンプレス,アニマルフォトのいずれ
かの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし内山
晟,東京動物園協会については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第４編 みずあそび  1980年7月発行

写真

602 野菜
内山 晟,東京動物園協会,オリオンプレス,アニマルフォトのいずれ
かの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし内山
晟,東京動物園協会については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第４編 みずあそび  1980年7月発行

写真
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603 あまがえる
ＮＮＰ,七尾企画,オリオンプレス,ネイチャープロのいずれかの著
作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰにつ
いては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第５編 かくれんぼ  1980年8月発行

写真

604 あまがえる
ＮＮＰ,七尾企画,オリオンプレス,ネイチャープロのいずれかの著
作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰにつ
いては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第５編 かくれんぼ  1980年8月発行

写真

605 いぼばった
ＮＮＰ,七尾企画,オリオンプレス,ネイチャープロのいずれかの著
作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰにつ
いては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第５編 かくれんぼ  1980年8月発行

写真

606 うまおい
ＮＮＰ,七尾企画,オリオンプレス,ネイチャープロのいずれかの著
作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰにつ
いては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第５編 かくれんぼ  1980年8月発行

写真

607 おおかまきり
ＮＮＰ,七尾企画,オリオンプレス,ネイチャープロのいずれかの著
作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰにつ
いては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第５編 かくれんぼ  1980年8月発行

写真

608 きのかわが
ＮＮＰ,七尾企画,オリオンプレス,ネイチャープロのいずれかの著
作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰにつ
いては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第５編 かくれんぼ  1980年8月発行

写真

609 しゃくとりむし
ＮＮＰ,七尾企画,オリオンプレス,ネイチャープロのいずれかの著
作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰにつ
いては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第５編 かくれんぼ  1980年8月発行

写真

610 せみ
ＮＮＰ,七尾企画,オリオンプレス,ネイチャープロのいずれかの著
作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰにつ
いては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第５編 かくれんぼ  1980年8月発行

写真

611 つゆむし
ＮＮＰ,七尾企画,オリオンプレス,ネイチャープロのいずれかの著
作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰにつ
いては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第５編 かくれんぼ  1980年8月発行

写真

612 ななふし
ＮＮＰ,七尾企画,オリオンプレス,ネイチャープロのいずれかの著
作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰにつ
いては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第５編 かくれんぼ  1980年8月発行

写真

613 ひしばった
ＮＮＰ,七尾企画,オリオンプレス,ネイチャープロのいずれかの著
作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰにつ
いては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第５編 かくれんぼ  1980年8月発行

写真

614 みつかどこおろぎ
ＮＮＰ,七尾企画,オリオンプレス,ネイチャープロのいずれかの著
作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰにつ
いては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第５編 かくれんぼ  1980年8月発行

写真

615 まいこあかねとんぼ ネイチャープロ
フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第５編 かくれんぼ  1980年8月発行

写真

616 もんしろちょう ネイチャープロ
フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第５編 かくれんぼ  1980年8月発行

写真
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617 表紙　かぶとむし ネイチャープロ
フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第５編 かくれんぼ  1980年8月発行

写真

618 いろいろな形の月
ボンカラー,ジェイ・オーのいずれかの著作物と思われるが著作
者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第6編 おてんき  1980年9月発行

写真

619 月
ボンカラー,ジェイ・オーのいずれかの著作物と思われるが著作
者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第6編 おてんき  1980年9月発行

写真

620 月
ボンカラー,ジェイ・オーのいずれかの著作物と思われるが著作
者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第6編 おてんき  1980年9月発行

写真

621 がけ崩れ
塚本　治弘,共同通信,ジェイ・オーのいずれかの著作物と思われ
るが著作者の特定ができず不明。ただし塚本　治弘については二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第6編 おてんき  1980年9月発行

写真

622 すじぐも
塚本　治弘,共同通信,ジェイ・オーのいずれかの著作物と思われ
るが著作者の特定ができず不明。ただし塚本　治弘については二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第6編 おてんき  1980年9月発行

写真

623 そら
塚本　治弘,共同通信,ジェイ・オーのいずれかの著作物と思われ
るが著作者の特定ができず不明。ただし塚本　治弘については二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第6編 おてんき  1980年9月発行

写真

624 ひつじぐも
塚本　治弘,共同通信,ジェイ・オーのいずれかの著作物と思われ
るが著作者の特定ができず不明。ただし塚本　治弘については二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第6編 おてんき  1980年9月発行

写真

625 ゆうやけぐも
塚本　治弘,共同通信,ジェイ・オーのいずれかの著作物と思われ
るが著作者の特定ができず不明。ただし塚本　治弘については二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第6編 おてんき  1980年9月発行

写真

626 雲下段
塚本　治弘,共同通信,ジェイ・オーのいずれかの著作物と思われ
るが著作者の特定ができず不明。ただし塚本　治弘については二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第6編 おてんき  1980年9月発行

写真

627 雲上段
塚本　治弘,共同通信,ジェイ・オーのいずれかの著作物と思われ
るが著作者の特定ができず不明。ただし塚本　治弘については二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第6編 おてんき  1980年9月発行

写真

628 空
塚本　治弘,共同通信,ジェイ・オーのいずれかの著作物と思われ
るが著作者の特定ができず不明。ただし塚本　治弘については二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第6編 おてんき  1980年9月発行

写真

629 川の氾濫
塚本　治弘,共同通信,ジェイ・オーのいずれかの著作物と思われ
るが著作者の特定ができず不明。ただし塚本　治弘については二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第6編 おてんき  1980年9月発行

写真

630 台風の海
塚本　治弘,共同通信,ジェイ・オーのいずれかの著作物と思われ
るが著作者の特定ができず不明。ただし塚本　治弘については二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第6編 おてんき  1980年9月発行

写真
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631 表紙　ハムスター オリオンプレス
フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第７編 やまの　ごちそう  1980年10月発行

写真

632 いちょう

行田哲夫,ＮＮＰ,飯島正広,丹渓,ボンカラー,オリオンプレス,ネイ
チャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができ
ず不明。ただし行田哲夫,ＮＮＰ,飯島正広,丹渓については二次使
用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第７編 やまの　ごちそう  1980年10月発行

写真

633 かき

行田哲夫,ＮＮＰ,飯島正広,丹渓,ボンカラー,オリオンプレス,ネイ
チャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができ
ず不明。ただし行田哲夫,ＮＮＰ,飯島正広,丹渓については二次使
用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第７編 やまの　ごちそう  1980年10月発行

写真

634 ぎんなん

行田哲夫,ＮＮＰ,飯島正広,丹渓,ボンカラー,オリオンプレス,ネイ
チャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができ
ず不明。ただし行田哲夫,ＮＮＰ,飯島正広,丹渓については二次使
用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第７編 やまの　ごちそう  1980年10月発行

写真

635 くま

行田哲夫,ＮＮＰ,飯島正広,丹渓,ボンカラー,オリオンプレス,ネイ
チャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができ
ず不明。ただし行田哲夫,ＮＮＰ,飯島正広,丹渓については二次使
用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第７編 やまの　ごちそう  1980年10月発行

写真

636 くり

行田哲夫,ＮＮＰ,飯島正広,丹渓,ボンカラー,オリオンプレス,ネイ
チャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができ
ず不明。ただし行田哲夫,ＮＮＰ,飯島正広,丹渓については二次使
用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第７編 やまの　ごちそう  1980年10月発行

写真

637 くるみ

行田哲夫,ＮＮＰ,飯島正広,丹渓,ボンカラー,オリオンプレス,ネイ
チャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができ
ず不明。ただし行田哲夫,ＮＮＰ,飯島正広,丹渓については二次使
用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第７編 やまの　ごちそう  1980年10月発行

写真

638 なし

行田哲夫,ＮＮＰ,飯島正広,丹渓,ボンカラー,オリオンプレス,ネイ
チャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができ
ず不明。ただし行田哲夫,ＮＮＰ,飯島正広,丹渓については二次使
用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第７編 やまの　ごちそう  1980年10月発行

写真

639 ぶどう

行田哲夫,ＮＮＰ,飯島正広,丹渓,ボンカラー,オリオンプレス,ネイ
チャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができ
ず不明。ただし行田哲夫,ＮＮＰ,飯島正広,丹渓については二次使
用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第７編 やまの　ごちそう  1980年10月発行

写真

640 りす

行田哲夫,ＮＮＰ,飯島正広,丹渓,ボンカラー,オリオンプレス,ネイ
チャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができ
ず不明。ただし行田哲夫,ＮＮＰ,飯島正広,丹渓については二次使
用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第７編 やまの　ごちそう  1980年10月発行

写真

641 りす

行田哲夫,ＮＮＰ,飯島正広,丹渓,ボンカラー,オリオンプレス,ネイ
チャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができ
ず不明。ただし行田哲夫,ＮＮＰ,飯島正広,丹渓については二次使
用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第７編 やまの　ごちそう  1980年10月発行

写真

642 山

行田哲夫,ＮＮＰ,飯島正広,丹渓,ボンカラー,オリオンプレス,ネイ
チャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができ
ず不明。ただし行田哲夫,ＮＮＰ,飯島正広,丹渓については二次使
用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第７編 やまの　ごちそう  1980年10月発行

写真

643 コックさん
ＮＮＰ,ＲＧＧ,広田尚敬,フォト企画のいずれかの著作物と思われ
るが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,ＲＧＧ,広田尚敬
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第８編 しんかんせんで　はたらく　ひと  1980年11
月発行

写真

644 シャワー
ＮＮＰ,ＲＧＧ,広田尚敬,フォト企画のいずれかの著作物と思われ
るが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,ＲＧＧ,広田尚敬
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第８編 しんかんせんで　はたらく　ひと  1980年11
月発行

写真
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645 検査
ＮＮＰ,ＲＧＧ,広田尚敬,フォト企画のいずれかの著作物と思われ
るが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,ＲＧＧ,広田尚敬
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第８編 しんかんせんで　はたらく　ひと  1980年11
月発行

写真

646 車掌さん
ＮＮＰ,ＲＧＧ,広田尚敬,フォト企画のいずれかの著作物と思われ
るが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,ＲＧＧ,広田尚敬
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第８編 しんかんせんで　はたらく　ひと  1980年11
月発行

写真

647 新幹線
ＮＮＰ,ＲＧＧ,広田尚敬,フォト企画のいずれかの著作物と思われ
るが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,ＲＧＧ,広田尚敬
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第８編 しんかんせんで　はたらく　ひと  1980年11
月発行

写真

648 新幹線
ＮＮＰ,ＲＧＧ,広田尚敬,フォト企画のいずれかの著作物と思われ
るが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,ＲＧＧ,広田尚敬
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第８編 しんかんせんで　はたらく　ひと  1980年11
月発行

写真

649 新幹線下段
ＮＮＰ,ＲＧＧ,広田尚敬,フォト企画のいずれかの著作物と思われ
るが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,ＲＧＧ,広田尚敬
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第８編 しんかんせんで　はたらく　ひと  1980年11
月発行

写真

650 新幹線上段
ＮＮＰ,ＲＧＧ,広田尚敬,フォト企画のいずれかの著作物と思われ
るが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,ＲＧＧ,広田尚敬
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第８編 しんかんせんで　はたらく　ひと  1980年11
月発行

写真

651 整備士
ＮＮＰ,ＲＧＧ,広田尚敬,フォト企画のいずれかの著作物と思われ
るが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,ＲＧＧ,広田尚敬
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第８編 しんかんせんで　はたらく　ひと  1980年11
月発行

写真

652 えぞりす
今泉忠明,浅尾省五,大高成元,ボンカラーのいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただし今泉忠明,浅尾省五,
大高成元については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第９編 りすの　しっぽ  1980年12月発行

写真

653 しまりす
今泉忠明,浅尾省五,大高成元,ボンカラーのいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただし今泉忠明,浅尾省五,
大高成元については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第９編 りすの　しっぽ  1980年12月発行

写真

654 じりす
今泉忠明,浅尾省五,大高成元,ボンカラーのいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただし今泉忠明,浅尾省五,
大高成元については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第９編 りすの　しっぽ  1980年12月発行

写真

655 はいいろりす
今泉忠明,浅尾省五,大高成元,ボンカラーのいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただし今泉忠明,浅尾省五,
大高成元については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第９編 りすの　しっぽ  1980年12月発行

写真

656 アオメヒメウ

ＰＰＳ,鳥居鉄也,田宮康臣,オリオンプレス,アニマルフォト,広瀬
哲雄のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不
明。ただしＰＰＳ,鳥居鉄也,田宮康臣については二次使用許諾取
得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第１１編 なんきょく  1981年2月発行

写真

657 アデリーペンギン

ＰＰＳ,鳥居鉄也,田宮康臣,オリオンプレス,アニマルフォト,広瀬
哲雄のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不
明。ただしＰＰＳ,鳥居鉄也,田宮康臣については二次使用許諾取
得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第１１編 なんきょく  1981年2月発行

写真

658 ウエッデルアザラシ

ＰＰＳ,鳥居鉄也,田宮康臣,オリオンプレス,アニマルフォト,広瀬
哲雄のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不
明。ただしＰＰＳ,鳥居鉄也,田宮康臣については二次使用許諾取
得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第１１編 なんきょく  1981年2月発行

写真
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659 オウサマペンギン

ＰＰＳ,鳥居鉄也,田宮康臣,オリオンプレス,アニマルフォト,広瀬
哲雄のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不
明。ただしＰＰＳ,鳥居鉄也,田宮康臣については二次使用許諾取
得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第１１編 なんきょく  1981年2月発行

写真

660 オオトウゾクカモメ

ＰＰＳ,鳥居鉄也,田宮康臣,オリオンプレス,アニマルフォト,広瀬
哲雄のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不
明。ただしＰＰＳ,鳥居鉄也,田宮康臣については二次使用許諾取
得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第１１編 なんきょく  1981年2月発行

写真

661 オオフルマカモメ

ＰＰＳ,鳥居鉄也,田宮康臣,オリオンプレス,アニマルフォト,広瀬
哲雄のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不
明。ただしＰＰＳ,鳥居鉄也,田宮康臣については二次使用許諾取
得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第１１編 なんきょく  1981年2月発行

写真

662 オーロラ

ＰＰＳ,鳥居鉄也,田宮康臣,オリオンプレス,アニマルフォト,広瀬
哲雄のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不
明。ただしＰＰＳ,鳥居鉄也,田宮康臣については二次使用許諾取
得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第１１編 なんきょく  1981年2月発行

写真

663 コウテイペンギン

ＰＰＳ,鳥居鉄也,田宮康臣,オリオンプレス,アニマルフォト,広瀬
哲雄のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不
明。ただしＰＰＳ,鳥居鉄也,田宮康臣については二次使用許諾取
得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第１１編 なんきょく  1981年2月発行

写真

664 シャチ

ＰＰＳ,鳥居鉄也,田宮康臣,オリオンプレス,アニマルフォト,広瀬
哲雄のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不
明。ただしＰＰＳ,鳥居鉄也,田宮康臣については二次使用許諾取
得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第１１編 なんきょく  1981年2月発行

写真

665 ペンギン

ＰＰＳ,鳥居鉄也,田宮康臣,オリオンプレス,アニマルフォト,広瀬
哲雄のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不
明。ただしＰＰＳ,鳥居鉄也,田宮康臣については二次使用許諾取
得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第１１編 なんきょく  1981年2月発行

写真

666 南極

ＰＰＳ,鳥居鉄也,田宮康臣,オリオンプレス,アニマルフォト,広瀬
哲雄のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不
明。ただしＰＰＳ,鳥居鉄也,田宮康臣については二次使用許諾取
得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第１１編 なんきょく  1981年2月発行

写真

667 南極

ＰＰＳ,鳥居鉄也,田宮康臣,オリオンプレス,アニマルフォト,広瀬
哲雄のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不
明。ただしＰＰＳ,鳥居鉄也,田宮康臣については二次使用許諾取
得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第１１編 なんきょく  1981年2月発行

写真

668 南極の夏

ＰＰＳ,鳥居鉄也,田宮康臣,オリオンプレス,アニマルフォト,広瀬
哲雄のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不
明。ただしＰＰＳ,鳥居鉄也,田宮康臣については二次使用許諾取
得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第１１編 なんきょく  1981年2月発行

写真

669 南極の冬

ＰＰＳ,鳥居鉄也,田宮康臣,オリオンプレス,アニマルフォト,広瀬
哲雄のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不
明。ただしＰＰＳ,鳥居鉄也,田宮康臣については二次使用許諾取
得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第１１編 なんきょく  1981年2月発行

写真

670 あおばづく
ボンカラー,日本野鳥の会,日本野鳥の会,日本野鳥の会のいずれか
の著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第１２編 わたりどり  1981年3月発行

写真

671 おおるり
ボンカラー,日本野鳥の会,日本野鳥の会,日本野鳥の会のいずれか
の著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第１２編 わたりどり  1981年3月発行

写真

672 かっこう
ボンカラー,日本野鳥の会,日本野鳥の会,日本野鳥の会のいずれか
の著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第１２編 わたりどり  1981年3月発行

写真
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673 きびたき
ボンカラー,日本野鳥の会,日本野鳥の会,日本野鳥の会のいずれか
の著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第１２編 わたりどり  1981年3月発行

写真

674 こあじさし
ボンカラー,日本野鳥の会,日本野鳥の会,日本野鳥の会のいずれか
の著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第１２編 わたりどり  1981年3月発行

写真

675 チューリップ
七尾企画,ボンカラー,ネイチャープロのいずれかの著作物と思わ
れるが著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第１２編 わたりどり  1981年3月発行

写真

676 つくし
七尾企画,ボンカラー,ネイチャープロのいずれかの著作物と思わ
れるが著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第１２編 わたりどり  1981年3月発行

写真

677 右つくし
七尾企画,ボンカラー,ネイチャープロのいずれかの著作物と思わ
れるが著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第１２編 わたりどり  1981年3月発行

写真

678 左つくし
七尾企画,ボンカラー,ネイチャープロのいずれかの著作物と思わ
れるが著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第１２編 わたりどり  1981年3月発行

写真

679 草木
七尾企画,ボンカラー,ネイチャープロのいずれかの著作物と思わ
れるが著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３５集
第１２編 わたりどり  1981年3月発行

写真

680 たんぽぽ
ＮＮＰ,丹渓,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,丹渓については二次使
用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第１編 みんな　ともだち  1981年4月発行

写真

681 たんぽぽ
ＮＮＰ,丹渓,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,丹渓については二次使
用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第１編 みんな　ともだち  1981年4月発行

写真

682 たんぽぽ
ＮＮＰ,丹渓,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,丹渓については二次使
用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第１編 みんな　ともだち  1981年4月発行

写真

683 はな
ＮＮＰ,丹渓,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,丹渓については二次使
用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第１編 みんな　ともだち  1981年4月発行

写真

684 はなつくり
ＮＮＰ,丹渓,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,丹渓については二次使
用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第１編 みんな　ともだち  1981年4月発行

写真

685 はなつくり完成
ＮＮＰ,丹渓,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,丹渓については二次使
用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第１編 みんな　ともだち  1981年4月発行

写真

686 右てんとうむし
ＮＮＰ,丹渓,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,丹渓については二次使
用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第１編 みんな　ともだち  1981年4月発行

写真
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687 右てんとうむし
ＮＮＰ,丹渓,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,丹渓については二次使
用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第１編 みんな　ともだち  1981年4月発行

写真

688 左てんとうむし
ＮＮＰ,丹渓,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,丹渓については二次使
用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第１編 みんな　ともだち  1981年4月発行

写真

689 左てんとうむし
ＮＮＰ,丹渓,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,丹渓については二次使
用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第１編 みんな　ともだち  1981年4月発行

写真

690 犬

内山 晟,吉野　信,ＮＮＰ,増田勝正,大高成元,アニマルフォト,西川
治のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。
ただし内山 晟,吉野　信,ＮＮＰ,増田勝正,大高成元については二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第１編 みんな　ともだち  1981年4月発行

写真

691 犬

内山 晟,吉野　信,ＮＮＰ,増田勝正,大高成元,アニマルフォト,西川
治のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。
ただし内山 晟,吉野　信,ＮＮＰ,増田勝正,大高成元については二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第１編 みんな　ともだち  1981年4月発行

写真

692 こいのぼり
ボンカラー,ファインフォトのいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第２編 じょうぶな　からだ  1981年5月発行

写真

693 花
ボンカラー,ファインフォトのいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第２編 じょうぶな　からだ  1981年5月発行

写真

694 花
ボンカラー,ファインフォトのいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第２編 じょうぶな　からだ  1981年5月発行

写真

695 パトカー
ＮＮＰ,フォトリサーチのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第３編 ヘリコプター  1981年6月発行

写真

696 ロードスイーパー
ＮＮＰ,フォトリサーチのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第３編 ヘリコプター  1981年6月発行

写真

697 消防車
ＮＮＰ,フォトリサーチのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第３編 ヘリコプター  1981年6月発行

写真

698 ヘリコプター
東京消防庁,家の光フォトサービス,（株）日本農林ヘリコプター
のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。た
だし東京消防庁については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第３編 ヘリコプター  1981年6月発行

写真

699 下段右ヘリコプター
東京消防庁,家の光フォトサービス,（株）日本農林ヘリコプター
のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。た
だし東京消防庁については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第３編 ヘリコプター  1981年6月発行

写真

700 下段左ヘリコプター
東京消防庁,家の光フォトサービス,（株）日本農林ヘリコプター
のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。た
だし東京消防庁については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第３編 ヘリコプター  1981年6月発行

写真
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701 上段ヘリコプター
東京消防庁,家の光フォトサービス,（株）日本農林ヘリコプター
のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。た
だし東京消防庁については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第３編 ヘリコプター  1981年6月発行

写真

702 カブトムシ１
ＮＮＰ,七尾企画,浜野栄次,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの
著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰに
ついては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第４編 むしの　へんしん  1981年7月発行

写真

703 カブトムシ２
ＮＮＰ,七尾企画,浜野栄次,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの
著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰに
ついては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第４編 むしの　へんしん  1981年7月発行

写真

704 カブトムシ３
ＮＮＰ,七尾企画,浜野栄次,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの
著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰに
ついては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第４編 むしの　へんしん  1981年7月発行

写真

705 カブトムシ４
ＮＮＰ,七尾企画,浜野栄次,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの
著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰに
ついては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第４編 むしの　へんしん  1981年7月発行

写真

706 カブトムシ５
ＮＮＰ,七尾企画,浜野栄次,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの
著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰに
ついては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第４編 むしの　へんしん  1981年7月発行

写真

707 カブトムシ６
ＮＮＰ,七尾企画,浜野栄次,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの
著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰに
ついては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第４編 むしの　へんしん  1981年7月発行

写真

708 カブトムシ７
ＮＮＰ,七尾企画,浜野栄次,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの
著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰに
ついては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第４編 むしの　へんしん  1981年7月発行

写真

709 カブトムシ下段右
ＮＮＰ,七尾企画,浜野栄次,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの
著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰに
ついては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第４編 むしの　へんしん  1981年7月発行

写真

710 カブトムシ下段左
ＮＮＰ,七尾企画,浜野栄次,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの
著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰに
ついては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第４編 むしの　へんしん  1981年7月発行

写真

711 カブトムシ上段右
ＮＮＰ,七尾企画,浜野栄次,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの
著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰに
ついては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第４編 むしの　へんしん  1981年7月発行

写真

712 カブトムシ上段左
ＮＮＰ,七尾企画,浜野栄次,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの
著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰに
ついては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第４編 むしの　へんしん  1981年7月発行

写真

713 きりぎりす
ＮＮＰ,七尾企画,浜野栄次,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの
著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰに
ついては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第４編 むしの　へんしん  1981年7月発行

写真

714 ちょう
ＮＮＰ,七尾企画,浜野栄次,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの
著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰに
ついては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第４編 むしの　へんしん  1981年7月発行

写真
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715 てんとうむし
ＮＮＰ,七尾企画,浜野栄次,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの
著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰに
ついては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第４編 むしの　へんしん  1981年7月発行

写真

716 てんとうむし黄
ＮＮＰ,七尾企画,浜野栄次,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの
著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰに
ついては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第４編 むしの　へんしん  1981年7月発行

写真

717 てんとうむし赤
ＮＮＰ,七尾企画,浜野栄次,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの
著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰに
ついては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第４編 むしの　へんしん  1981年7月発行

写真

718 とんぼ脱皮１
ＮＮＰ,七尾企画,浜野栄次,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの
著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰに
ついては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第４編 むしの　へんしん  1981年7月発行

写真

719 とんぼ脱皮２
ＮＮＰ,七尾企画,浜野栄次,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの
著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰに
ついては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第４編 むしの　へんしん  1981年7月発行

写真

720 とんぼ脱皮３
ＮＮＰ,七尾企画,浜野栄次,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの
著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰに
ついては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第４編 むしの　へんしん  1981年7月発行

写真

721 とんぼ脱皮４
ＮＮＰ,七尾企画,浜野栄次,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの
著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰに
ついては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第４編 むしの　へんしん  1981年7月発行

写真

722 とんぼ脱皮５
ＮＮＰ,七尾企画,浜野栄次,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの
著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰに
ついては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第４編 むしの　へんしん  1981年7月発行

写真

723 脱皮１
ＮＮＰ,七尾企画,浜野栄次,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの
著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰに
ついては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第４編 むしの　へんしん  1981年7月発行

写真

724 脱皮１０
ＮＮＰ,七尾企画,浜野栄次,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの
著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰに
ついては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第４編 むしの　へんしん  1981年7月発行

写真

725 脱皮１１
ＮＮＰ,七尾企画,浜野栄次,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの
著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰに
ついては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第４編 むしの　へんしん  1981年7月発行

写真

726 脱皮２
ＮＮＰ,七尾企画,浜野栄次,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの
著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰに
ついては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第４編 むしの　へんしん  1981年7月発行

写真

727 脱皮３
ＮＮＰ,七尾企画,浜野栄次,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの
著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰに
ついては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第４編 むしの　へんしん  1981年7月発行

写真

728 脱皮４
ＮＮＰ,七尾企画,浜野栄次,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの
著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰに
ついては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第４編 むしの　へんしん  1981年7月発行

写真
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729 脱皮５
ＮＮＰ,七尾企画,浜野栄次,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの
著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰに
ついては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第４編 むしの　へんしん  1981年7月発行

写真

730 脱皮６
ＮＮＰ,七尾企画,浜野栄次,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの
著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰに
ついては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第４編 むしの　へんしん  1981年7月発行

写真

731 脱皮７
ＮＮＰ,七尾企画,浜野栄次,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの
著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰに
ついては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第４編 むしの　へんしん  1981年7月発行

写真

732 脱皮８
ＮＮＰ,七尾企画,浜野栄次,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの
著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰに
ついては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第４編 むしの　へんしん  1981年7月発行

写真

733 脱皮９
ＮＮＰ,七尾企画,浜野栄次,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの
著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰに
ついては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第４編 むしの　へんしん  1981年7月発行

写真

734 せみのへんしん ネイチャープロ
フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第４編 むしの　へんしん  1981年7月発行

写真

735 花火 ボンカラー
フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第４編 むしの　へんしん  1981年7月発行

写真

736 水玉 ボンカラー
フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第４編 むしの　へんしん  1981年7月発行

写真

737 水玉 ボンカラー
フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第４編 むしの　へんしん  1981年7月発行

写真

738 おんなのこ

ＮＮＰ,山本明義,七尾企画,ボンカラー,ファインフォト,ネイ
チャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができ
ず不明。ただしＮＮＰ,山本明義については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第５編 やさい  1981年8月発行

写真

739 かぼちゃ

ＮＮＰ,山本明義,七尾企画,ボンカラー,ファインフォト,ネイ
チャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができ
ず不明。ただしＮＮＰ,山本明義については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第５編 やさい  1981年8月発行

写真

740 きゃべつ

ＮＮＰ,山本明義,七尾企画,ボンカラー,ファインフォト,ネイ
チャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができ
ず不明。ただしＮＮＰ,山本明義については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第５編 やさい  1981年8月発行

写真

741 きゅうり

ＮＮＰ,山本明義,七尾企画,ボンカラー,ファインフォト,ネイ
チャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができ
ず不明。ただしＮＮＰ,山本明義については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第５編 やさい  1981年8月発行

写真

742 ごぼう

ＮＮＰ,山本明義,七尾企画,ボンカラー,ファインフォト,ネイ
チャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができ
ず不明。ただしＮＮＰ,山本明義については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第５編 やさい  1981年8月発行

写真
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743 さつまいも

ＮＮＰ,山本明義,七尾企画,ボンカラー,ファインフォト,ネイ
チャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができ
ず不明。ただしＮＮＰ,山本明義については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第５編 やさい  1981年8月発行

写真

744 サラダ

ＮＮＰ,山本明義,七尾企画,ボンカラー,ファインフォト,ネイ
チャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができ
ず不明。ただしＮＮＰ,山本明義については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第５編 やさい  1981年8月発行

写真

745 だいこん

ＮＮＰ,山本明義,七尾企画,ボンカラー,ファインフォト,ネイ
チャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができ
ず不明。ただしＮＮＰ,山本明義については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第５編 やさい  1981年8月発行

写真

746 だいこん

ＮＮＰ,山本明義,七尾企画,ボンカラー,ファインフォト,ネイ
チャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができ
ず不明。ただしＮＮＰ,山本明義については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第５編 やさい  1981年8月発行

写真

747 とうもろこし

ＮＮＰ,山本明義,七尾企画,ボンカラー,ファインフォト,ネイ
チャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができ
ず不明。ただしＮＮＰ,山本明義については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第５編 やさい  1981年8月発行

写真

748 とまと

ＮＮＰ,山本明義,七尾企画,ボンカラー,ファインフォト,ネイ
チャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができ
ず不明。ただしＮＮＰ,山本明義については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第５編 やさい  1981年8月発行

写真

749 なす

ＮＮＰ,山本明義,七尾企画,ボンカラー,ファインフォト,ネイ
チャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができ
ず不明。ただしＮＮＰ,山本明義については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第５編 やさい  1981年8月発行

写真

750 なす

ＮＮＰ,山本明義,七尾企画,ボンカラー,ファインフォト,ネイ
チャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができ
ず不明。ただしＮＮＰ,山本明義については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第５編 やさい  1981年8月発行

写真

751 にんじん

ＮＮＰ,山本明義,七尾企画,ボンカラー,ファインフォト,ネイ
チャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができ
ず不明。ただしＮＮＰ,山本明義については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第５編 やさい  1981年8月発行

写真

752 にんじん

ＮＮＰ,山本明義,七尾企画,ボンカラー,ファインフォト,ネイ
チャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができ
ず不明。ただしＮＮＰ,山本明義については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第５編 やさい  1981年8月発行

写真

753 ハンバーグ

ＮＮＰ,山本明義,七尾企画,ボンカラー,ファインフォト,ネイ
チャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができ
ず不明。ただしＮＮＰ,山本明義については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第５編 やさい  1981年8月発行

写真

754 もりぐちだいこん

ＮＮＰ,山本明義,七尾企画,ボンカラー,ファインフォト,ネイ
チャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができ
ず不明。ただしＮＮＰ,山本明義については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第５編 やさい  1981年8月発行

写真

755 やさい

ＮＮＰ,山本明義,七尾企画,ボンカラー,ファインフォト,ネイ
チャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができ
ず不明。ただしＮＮＰ,山本明義については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第５編 やさい  1981年8月発行

写真

756 やさい畑

ＮＮＰ,山本明義,七尾企画,ボンカラー,ファインフォト,ネイ
チャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができ
ず不明。ただしＮＮＰ,山本明義については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第５編 やさい  1981年8月発行

写真
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757 やさい畑

ＮＮＰ,山本明義,七尾企画,ボンカラー,ファインフォト,ネイ
チャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができ
ず不明。ただしＮＮＰ,山本明義については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第５編 やさい  1981年8月発行

写真

758 レタス

ＮＮＰ,山本明義,七尾企画,ボンカラー,ファインフォト,ネイ
チャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができ
ず不明。ただしＮＮＰ,山本明義については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第５編 やさい  1981年8月発行

写真

759 野菜サンド

ＮＮＰ,山本明義,七尾企画,ボンカラー,ファインフォト,ネイ
チャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができ
ず不明。ただしＮＮＰ,山本明義については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第５編 やさい  1981年8月発行

写真

760 たのしいマーチ ＳＰＳ
フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第６編 なんの　おと？  1981年9月発行

写真

761 アーチ ボンカラー
フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第８編 おみせやさん  1981年11月発行

写真

762 びる ボンカラー
フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第８編 おみせやさん  1981年11月発行

写真

763 電線をなおす人たち ボンカラー
フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第８編 おみせやさん  1981年11月発行

写真

764 犬と男性
ＮＮＰ,ボンカラー,ジェイ・オー,泉　輝夫のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第１１編 ゆきぐに  1982年2月発行

写真

765 子供たち
ＮＮＰ,ボンカラー,ジェイ・オー,泉　輝夫のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第１１編 ゆきぐに  1982年2月発行

写真

766 子供たち
ＮＮＰ,ボンカラー,ジェイ・オー,泉　輝夫のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第１１編 ゆきぐに  1982年2月発行

写真

767 吹雪
ＮＮＰ,ボンカラー,ジェイ・オー,泉　輝夫のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第１１編 ゆきぐに  1982年2月発行

写真

768 積雪
ＮＮＰ,ボンカラー,ジェイ・オー,泉　輝夫のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第１１編 ゆきぐに  1982年2月発行

写真

769 雪と男性
ＮＮＰ,ボンカラー,ジェイ・オー,泉　輝夫のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第１１編 ゆきぐに  1982年2月発行

写真

770 馬そり
ＮＮＰ,ボンカラー,ジェイ・オー,泉　輝夫のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第１１編 ゆきぐに  1982年2月発行

写真
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771 埋もれる車
ＮＮＰ,ボンカラー,ジェイ・オー,泉　輝夫のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第１１編 ゆきぐに  1982年2月発行

写真

772 つぼみ
ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第１２編 ももの　はな  1982年3月発行

写真

773 ももの花
ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第１２編 ももの　はな  1982年3月発行

写真

774 ももの花
ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第１２編 ももの　はな  1982年3月発行

写真

775 花　白
ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第１２編 ももの　はな  1982年3月発行

写真

776 花　白
ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第１２編 ももの　はな  1982年3月発行

写真

777 花のつぼみ
ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第１２編 ももの　はな  1982年3月発行

写真

778 花のつぼみ
ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第１２編 ももの　はな  1982年3月発行

写真

779 花ピンク
ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第１２編 ももの　はな  1982年3月発行

写真

780 花ピンク
ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第１２編 ももの　はな  1982年3月発行

写真

781 虫
ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第１２編 ももの　はな  1982年3月発行

写真

782 桃
ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第１２編 ももの　はな  1982年3月発行

写真

783 木
ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３６集
第１２編 ももの　はな  1982年3月発行

写真

784 おまわりさん
フォトリサーチ,ジェイ・オーのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第２編 おまわりさん  1982年5月発行

写真
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785 パトカー
フォトリサーチ,ジェイ・オーのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第２編 おまわりさん  1982年5月発行

写真

786 かめ
ＮＮＰ,岩合写真事務所,ネイチャープロのいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,岩合写真事
務所については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第３編 ばいきんまんを　やっつけろ  1982年6月発行

写真

787 蛙
ＮＮＰ,岩合写真事務所,ネイチャープロのいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,岩合写真事
務所については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第３編 ばいきんまんを　やっつけろ  1982年6月発行

写真

788 蛙
ＮＮＰ,岩合写真事務所,ネイチャープロのいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,岩合写真事
務所については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第３編 ばいきんまんを　やっつけろ  1982年6月発行

写真

789 オレンジ糸
ＮＮＰ,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定
ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第３編 ばいきんまんを　やっつけろ  1982年6月発行

写真

790 カタツムリ
ＮＮＰ,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定
ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第３編 ばいきんまんを　やっつけろ  1982年6月発行

写真

791 カタツムリ
ＮＮＰ,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定
ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第３編 ばいきんまんを　やっつけろ  1982年6月発行

写真

792 カタツムリ上段右
ＮＮＰ,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定
ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第３編 ばいきんまんを　やっつけろ  1982年6月発行

写真

793 カタツムリ上段右
ＮＮＰ,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定
ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第３編 ばいきんまんを　やっつけろ  1982年6月発行

写真

794 カタツムリ上段左
ＮＮＰ,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定
ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第３編 ばいきんまんを　やっつけろ  1982年6月発行

写真

795 カタツムリ上段左
ＮＮＰ,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定
ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第３編 ばいきんまんを　やっつけろ  1982年6月発行

写真

796 色鉛筆とカタツムリ
ＮＮＰ,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定
ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第３編 ばいきんまんを　やっつけろ  1982年6月発行

写真

797 葉っぱ
ＮＮＰ,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定
ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第３編 ばいきんまんを　やっつけろ  1982年6月発行

写真

798 ざりがに ネイチャープロ
フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第３編 ばいきんまんを　やっつけろ  1982年6月発行

写真
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799 手洗い ネイチャープロ
フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第３編 ばいきんまんを　やっつけろ  1982年6月発行

写真

800 足 ネイチャープロ
フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第３編 ばいきんまんを　やっつけろ  1982年6月発行

写真

801 あじさい
ＮＮＰ,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第４編 むしの　オリンピック  1982年7月発行

写真

802 つぼみ
ＮＮＰ,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第４編 むしの　オリンピック  1982年7月発行

写真

803 つぼみ
ＮＮＰ,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第４編 むしの　オリンピック  1982年7月発行

写真

804 はっぱ
ＮＮＰ,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第４編 むしの　オリンピック  1982年7月発行

写真

805 双葉
ＮＮＰ,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第４編 むしの　オリンピック  1982年7月発行

写真

806 かぶとむし
岸田 功,ＮＮＰ,ボンカラー,ネイチャープロのいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰに
ついては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第４編 むしの　オリンピック  1982年7月発行

写真

807 げんごろう
岸田 功,ＮＮＰ,ボンカラー,ネイチャープロのいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰに
ついては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第４編 むしの　オリンピック  1982年7月発行

写真

808 せみ
岸田 功,ＮＮＰ,ボンカラー,ネイチャープロのいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰに
ついては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第４編 むしの　オリンピック  1982年7月発行

写真

809 とんぼ
岸田 功,ＮＮＰ,ボンカラー,ネイチャープロのいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰに
ついては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第４編 むしの　オリンピック  1982年7月発行

写真

810 バッタ
岸田 功,ＮＮＰ,ボンカラー,ネイチャープロのいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰに
ついては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第４編 むしの　オリンピック  1982年7月発行

写真

811 まつもむし
岸田 功,ＮＮＰ,ボンカラー,ネイチャープロのいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰに
ついては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第４編 むしの　オリンピック  1982年7月発行

写真

812 蝶
岸田 功,ＮＮＰ,ボンカラー,ネイチャープロのいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰに
ついては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第４編 むしの　オリンピック  1982年7月発行

写真
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813 蝶
岸田 功,ＮＮＰ,ボンカラー,ネイチャープロのいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰに
ついては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第４編 むしの　オリンピック  1982年7月発行

写真

814 ぞう
オリオンプレス,アニマルフォトのいずれかの著作物と思われる
が著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第５編 なつの　あそび  1982年8月発行

写真

815 ペンギン
オリオンプレス,アニマルフォトのいずれかの著作物と思われる
が著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第５編 なつの　あそび  1982年8月発行

写真

816 ホッキョクグマ
オリオンプレス,アニマルフォトのいずれかの著作物と思われる
が著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第５編 なつの　あそび  1982年8月発行

写真

817 下段ぺんぎん
オリオンプレス,アニマルフォトのいずれかの著作物と思われる
が著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第５編 なつの　あそび  1982年8月発行

写真

818 犬
オリオンプレス,アニマルフォトのいずれかの著作物と思われる
が著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第５編 なつの　あそび  1982年8月発行

写真

819 上段ぺんぎん
オリオンプレス,アニマルフォトのいずれかの著作物と思われる
が著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第５編 なつの　あそび  1982年8月発行

写真

820 コップ右
金田洋一郎,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作者の
特定ができず不明。ただし金田洋一郎については二次使用許諾取
得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第５編 なつの　あそび  1982年8月発行

写真

821 コップ左
金田洋一郎,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作者の
特定ができず不明。ただし金田洋一郎については二次使用許諾取
得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第５編 なつの　あそび  1982年8月発行

写真

822 ヒトデ右
金田洋一郎,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作者の
特定ができず不明。ただし金田洋一郎については二次使用許諾取
得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第５編 なつの　あそび  1982年8月発行

写真

823 ヒトデ右
金田洋一郎,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作者の
特定ができず不明。ただし金田洋一郎については二次使用許諾取
得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第５編 なつの　あそび  1982年8月発行

写真

824 ヒトデ左
金田洋一郎,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作者の
特定ができず不明。ただし金田洋一郎については二次使用許諾取
得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第５編 なつの　あそび  1982年8月発行

写真

825 ヒトデ左
金田洋一郎,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作者の
特定ができず不明。ただし金田洋一郎については二次使用許諾取
得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第５編 なつの　あそび  1982年8月発行

写真

826 女の子
金田洋一郎,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作者の
特定ができず不明。ただし金田洋一郎については二次使用許諾取
得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第５編 なつの　あそび  1982年8月発行

写真
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827 葉っぱ
金田洋一郎,七尾企画のいずれかの著作物と思われるが著作者の
特定ができず不明。ただし金田洋一郎については二次使用許諾取
得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第５編 なつの　あそび  1982年8月発行

写真

828 すすき
ＮＮＰ,ボンカラー,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われ
るが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使
用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第６編 たねの　たび  1982年9月発行

写真

829 たんぽぽ
ＮＮＰ,ボンカラー,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われ
るが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使
用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第６編 たねの　たび  1982年9月発行

写真

830 たんぽぽ
ＮＮＰ,ボンカラー,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われ
るが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使
用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第６編 たねの　たび  1982年9月発行

写真

831 たんぽぽの種
ＮＮＰ,ボンカラー,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われ
るが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使
用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第６編 たねの　たび  1982年9月発行

写真

832 トラック
ＮＮＰ,ボンカラー,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われ
るが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使
用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第６編 たねの　たび  1982年9月発行

写真

833 ほうせんか
ＮＮＰ,ボンカラー,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われ
るが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使
用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第６編 たねの　たび  1982年9月発行

写真

834 芽
ＮＮＰ,ボンカラー,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われ
るが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使
用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第６編 たねの　たび  1982年9月発行

写真

835 紅葉
ＮＮＰ,ボンカラー,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われ
るが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使
用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第６編 たねの　たび  1982年9月発行

写真

836 松ぼっくり
ＮＮＰ,ボンカラー,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われ
るが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使
用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第６編 たねの　たび  1982年9月発行

写真

837 男の子
ＮＮＰ,ボンカラー,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われ
るが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使
用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第６編 たねの　たび  1982年9月発行

写真

838 たねの　たび ボンカラー
フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第６編 たねの　たび  1982年9月発行

写真

839 下段鳥
ＮＮＰ,アニマルフォトのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第８編 たたみやさん  1982年11月発行

写真

840 上段鳥
ＮＮＰ,アニマルフォトのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第８編 たたみやさん  1982年11月発行

写真
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841 池
ＮＮＰ,アニマルフォトのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第８編 たたみやさん  1982年11月発行

写真

842 鳥
ＮＮＰ,アニマルフォトのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第８編 たたみやさん  1982年11月発行

写真

843 みかん ボンカラー
フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第８編 たたみやさん  1982年11月発行

写真

844 みかんの木 ボンカラー
フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第８編 たたみやさん  1982年11月発行

写真

845 女の人 ボンカラー
フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第８編 たたみやさん  1982年11月発行

写真

846 トコトントントン　ピーヒャララ ボンカラー
フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第１０編 えんぴつ  1983年1月発行

写真

847 しろくま
田中光常,オリオンプレス,アニマルフォトのいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし田中光常について
は二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第１１編 がんばれ　しろくま  1983年2月発行

写真

848 しろくま
田中光常,オリオンプレス,アニマルフォトのいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし田中光常について
は二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第１１編 がんばれ　しろくま  1983年2月発行

写真

849 しろくま
田中光常,オリオンプレス,アニマルフォトのいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし田中光常について
は二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第１１編 がんばれ　しろくま  1983年2月発行

写真

850 しろくま
田中光常,オリオンプレス,アニマルフォトのいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし田中光常について
は二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第１１編 がんばれ　しろくま  1983年2月発行

写真

851 しろくま
田中光常,オリオンプレス,アニマルフォトのいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし田中光常について
は二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第１１編 がんばれ　しろくま  1983年2月発行

写真

852 しろくま
田中光常,オリオンプレス,アニマルフォトのいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし田中光常について
は二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第１１編 がんばれ　しろくま  1983年2月発行

写真

853 しろくま１匹
田中光常,オリオンプレス,アニマルフォトのいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし田中光常について
は二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第１１編 がんばれ　しろくま  1983年2月発行

写真

854 しろくま１匹
田中光常,オリオンプレス,アニマルフォトのいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし田中光常について
は二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第１１編 がんばれ　しろくま  1983年2月発行

写真
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855 しろくま２匹
田中光常,オリオンプレス,アニマルフォトのいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし田中光常について
は二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第１１編 がんばれ　しろくま  1983年2月発行

写真

856 しろくま３匹
田中光常,オリオンプレス,アニマルフォトのいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし田中光常について
は二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第１１編 がんばれ　しろくま  1983年2月発行

写真

857 右上しろくま
田中光常,オリオンプレス,アニマルフォトのいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし田中光常について
は二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第１１編 がんばれ　しろくま  1983年2月発行

写真

858 泳ぐしろくま
田中光常,オリオンプレス,アニマルフォトのいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし田中光常について
は二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第１１編 がんばれ　しろくま  1983年2月発行

写真

859 下段しろくま
田中光常,オリオンプレス,アニマルフォトのいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし田中光常について
は二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第１１編 がんばれ　しろくま  1983年2月発行

写真

860 下段しろくま
田中光常,オリオンプレス,アニマルフォトのいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし田中光常について
は二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第１１編 がんばれ　しろくま  1983年2月発行

写真

861 左上しろくま
田中光常,オリオンプレス,アニマルフォトのいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし田中光常について
は二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第１１編 がんばれ　しろくま  1983年2月発行

写真

862 上段しろくま
田中光常,オリオンプレス,アニマルフォトのいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし田中光常について
は二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第１１編 がんばれ　しろくま  1983年2月発行

写真

863 上段しろくま
田中光常,オリオンプレス,アニマルフォトのいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし田中光常について
は二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第１１編 がんばれ　しろくま  1983年2月発行

写真

864 雪
田中光常,オリオンプレス,アニマルフォトのいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし田中光常について
は二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第１１編 がんばれ　しろくま  1983年2月発行

写真

865 雪山
田中光常,オリオンプレス,アニマルフォトのいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし田中光常について
は二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第１１編 がんばれ　しろくま  1983年2月発行

写真

866 中央しろくま
田中光常,オリオンプレス,アニマルフォトのいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし田中光常について
は二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第１１編 がんばれ　しろくま  1983年2月発行

写真

867 子供たち ボンカラー
フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第１１編 がんばれ　しろくま  1983年2月発行

写真

868 ありの　たんけんたい ネイチャープロ
フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３７集
第１２編 ありの　たんけんたい  1983年3月発行

写真
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869 新幹線
ボンカラー,オリオンプレス,フォトリサーチのいずれかの著作物
と思われるが著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第１編 はるですよー  1983年4月発行

写真

870 船
ボンカラー,オリオンプレス,フォトリサーチのいずれかの著作物
と思われるが著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第１編 はるですよー  1983年4月発行

写真

871 飛行機
ボンカラー,オリオンプレス,フォトリサーチのいずれかの著作物
と思われるが著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第１編 はるですよー  1983年4月発行

写真

872 あり
栗林　慧,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著作者の
特定ができず不明。ただし栗林　慧については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第１編 はるですよー  1983年4月発行

写真

873 たんぽぽ
栗林　慧,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著作者の
特定ができず不明。ただし栗林　慧については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第１編 はるですよー  1983年4月発行

写真

874 チューリップ
栗林　慧,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著作者の
特定ができず不明。ただし栗林　慧については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第１編 はるですよー  1983年4月発行

写真

875 てんとうむし
栗林　慧,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著作者の
特定ができず不明。ただし栗林　慧については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第１編 はるですよー  1983年4月発行

写真

876 パンジー
栗林　慧,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著作者の
特定ができず不明。ただし栗林　慧については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第１編 はるですよー  1983年4月発行

写真

877 蝶
栗林　慧,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著作者の
特定ができず不明。ただし栗林　慧については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第１編 はるですよー  1983年4月発行

写真

878 銀の棒
井出情児,渡部　洋のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただし井出情児については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第２編 おいしゃさん  1983年5月発行

写真

879 検診中
井出情児,渡部　洋のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただし井出情児については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第２編 おいしゃさん  1983年5月発行

写真

880 検診中
井出情児,渡部　洋のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただし井出情児については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第２編 おいしゃさん  1983年5月発行

写真

881 女の子
井出情児,渡部　洋のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただし井出情児については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第２編 おいしゃさん  1983年5月発行

写真

882 男の子
井出情児,渡部　洋のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただし井出情児については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第２編 おいしゃさん  1983年5月発行

写真
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883 男の子
井出情児,渡部　洋のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただし井出情児については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第２編 おいしゃさん  1983年5月発行

写真

884 聴診器
井出情児,渡部　洋のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただし井出情児については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第２編 おいしゃさん  1983年5月発行

写真

885 きれいな　はなどけい
カメラ東京サービス,ジェイ・オーのいずれかの著作物と思われ
るが著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第３編 じかんですよ  1983年6月発行

写真

886 あじさい
内山 晟,ＮＮＰ,ボンカラー,ネイチャープロ,アニマルフォトのい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
内山 晟,ＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第３編 じかんですよ  1983年6月発行

写真

887 かたつむり
内山 晟,ＮＮＰ,ボンカラー,ネイチャープロ,アニマルフォトのい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
内山 晟,ＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第３編 じかんですよ  1983年6月発行

写真

888 かたつむり下段右
内山 晟,ＮＮＰ,ボンカラー,ネイチャープロ,アニマルフォトのい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
内山 晟,ＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第３編 じかんですよ  1983年6月発行

写真

889 かたつむり下段左
内山 晟,ＮＮＰ,ボンカラー,ネイチャープロ,アニマルフォトのい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
内山 晟,ＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第３編 じかんですよ  1983年6月発行

写真

890 かたつむり上段
内山 晟,ＮＮＰ,ボンカラー,ネイチャープロ,アニマルフォトのい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
内山 晟,ＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第３編 じかんですよ  1983年6月発行

写真

891 きりん
内山 晟,ＮＮＰ,ボンカラー,ネイチャープロ,アニマルフォトのい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
内山 晟,ＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第３編 じかんですよ  1983年6月発行

写真

892 すずめが
内山 晟,ＮＮＰ,ボンカラー,ネイチャープロ,アニマルフォトのい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
内山 晟,ＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第３編 じかんですよ  1983年6月発行

写真

893 ぞう
内山 晟,ＮＮＰ,ボンカラー,ネイチャープロ,アニマルフォトのい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
内山 晟,ＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第３編 じかんですよ  1983年6月発行

写真

894 チンパンジー
内山 晟,ＮＮＰ,ボンカラー,ネイチャープロ,アニマルフォトのい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
内山 晟,ＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第３編 じかんですよ  1983年6月発行

写真

895 ぱんだ
内山 晟,ＮＮＰ,ボンカラー,ネイチャープロ,アニマルフォトのい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
内山 晟,ＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第３編 じかんですよ  1983年6月発行

写真

896 ぱんだ
内山 晟,ＮＮＰ,ボンカラー,ネイチャープロ,アニマルフォトのい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
内山 晟,ＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第３編 じかんですよ  1983年6月発行

写真
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897 ひつじ
内山 晟,ＮＮＰ,ボンカラー,ネイチャープロ,アニマルフォトのい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
内山 晟,ＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第３編 じかんですよ  1983年6月発行

写真

898 ひつじ
内山 晟,ＮＮＰ,ボンカラー,ネイチャープロ,アニマルフォトのい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
内山 晟,ＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第３編 じかんですよ  1983年6月発行

写真

899 ふくろう
内山 晟,ＮＮＰ,ボンカラー,ネイチャープロ,アニマルフォトのい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
内山 晟,ＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第３編 じかんですよ  1983年6月発行

写真

900 下段イヌ
内山 晟,ＮＮＰ,ボンカラー,ネイチャープロ,アニマルフォトのい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
内山 晟,ＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第３編 じかんですよ  1983年6月発行

写真

901 下段ネコ
内山 晟,ＮＮＰ,ボンカラー,ネイチャープロ,アニマルフォトのい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
内山 晟,ＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第３編 じかんですよ  1983年6月発行

写真

902 花
内山 晟,ＮＮＰ,ボンカラー,ネイチャープロ,アニマルフォトのい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
内山 晟,ＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第３編 じかんですよ  1983年6月発行

写真

903 花
内山 晟,ＮＮＰ,ボンカラー,ネイチャープロ,アニマルフォトのい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
内山 晟,ＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第３編 じかんですよ  1983年6月発行

写真

904 小鹿
内山 晟,ＮＮＰ,ボンカラー,ネイチャープロ,アニマルフォトのい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
内山 晟,ＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第３編 じかんですよ  1983年6月発行

写真

905 上段イヌ
内山 晟,ＮＮＰ,ボンカラー,ネイチャープロ,アニマルフォトのい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
内山 晟,ＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第３編 じかんですよ  1983年6月発行

写真

906 上段ネコ
内山 晟,ＮＮＰ,ボンカラー,ネイチャープロ,アニマルフォトのい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
内山 晟,ＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第３編 じかんですよ  1983年6月発行

写真

907 はち
ＮＮＰ,七尾企画,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われる
が著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用
許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第４編 むしの　ごちそう  1983年7月発行

写真

908 ピンク花
ＮＮＰ,七尾企画,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われる
が著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用
許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第４編 むしの　ごちそう  1983年7月発行

写真

909 みどりの虫
ＮＮＰ,七尾企画,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われる
が著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用
許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第４編 むしの　ごちそう  1983年7月発行

写真

910 むし
ＮＮＰ,七尾企画,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われる
が著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用
許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第４編 むしの　ごちそう  1983年7月発行

写真
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911 むし
ＮＮＰ,七尾企画,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われる
が著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用
許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第４編 むしの　ごちそう  1983年7月発行

写真

912 むし
ＮＮＰ,七尾企画,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われる
が著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用
許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第４編 むしの　ごちそう  1983年7月発行

写真

913 むし?
ＮＮＰ,七尾企画,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われる
が著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用
許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第４編 むしの　ごちそう  1983年7月発行

写真

914 むし?
ＮＮＰ,七尾企画,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われる
が著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用
許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第４編 むしの　ごちそう  1983年7月発行

写真

915 むし?
ＮＮＰ,七尾企画,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われる
が著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用
許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第４編 むしの　ごちそう  1983年7月発行

写真

916 むし?
ＮＮＰ,七尾企画,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われる
が著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用
許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第４編 むしの　ごちそう  1983年7月発行

写真

917 むし?
ＮＮＰ,七尾企画,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われる
が著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用
許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第４編 むしの　ごちそう  1983年7月発行

写真

918 むし?
ＮＮＰ,七尾企画,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われる
が著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用
許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第４編 むしの　ごちそう  1983年7月発行

写真

919 山

竹井史郎,アルスフォト企画,片平　孝,七尾企画,ネイチャープロの
いずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただ
し竹井史郎,アルスフォト企画,片平　孝については二次使用許諾
取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第５編 なつの　なぜなぜ？  1983年8月発行

写真

920 あひる
内山 晟,芳賀 日出男,アニマルフォト,フォトリサーチのいずれか
の著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし内山
晟,芳賀 日出男については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第６編 はしって　とんで…  1983年9月発行

写真

921 いす
内山 晟,芳賀 日出男,アニマルフォト,フォトリサーチのいずれか
の著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし内山
晟,芳賀 日出男については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第６編 はしって　とんで…  1983年9月発行

写真

922 うさぎ
内山 晟,芳賀 日出男,アニマルフォト,フォトリサーチのいずれか
の著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし内山
晟,芳賀 日出男については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第６編 はしって　とんで…  1983年9月発行

写真

923 おさる
内山 晟,芳賀 日出男,アニマルフォト,フォトリサーチのいずれか
の著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし内山
晟,芳賀 日出男については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第６編 はしって　とんで…  1983年9月発行

写真

924 ぞう
内山 晟,芳賀 日出男,アニマルフォト,フォトリサーチのいずれか
の著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし内山
晟,芳賀 日出男については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第６編 はしって　とんで…  1983年9月発行

写真
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925 みこし
内山 晟,芳賀 日出男,アニマルフォト,フォトリサーチのいずれか
の著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし内山
晟,芳賀 日出男については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第６編 はしって　とんで…  1983年9月発行

写真

926 ライオン
内山 晟,芳賀 日出男,アニマルフォト,フォトリサーチのいずれか
の著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし内山
晟,芳賀 日出男については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第６編 はしって　とんで…  1983年9月発行

写真

927 新幹線
内山 晟,芳賀 日出男,アニマルフォト,フォトリサーチのいずれか
の著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし内山
晟,芳賀 日出男については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第６編 はしって　とんで…  1983年9月発行

写真

928 踏切
内山 晟,芳賀 日出男,アニマルフォト,フォトリサーチのいずれか
の著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし内山
晟,芳賀 日出男については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第６編 はしって　とんで…  1983年9月発行

写真

929 きょほう
ＮＮＰ,山本明義,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,山本明義については二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第７編 くだもの　だいすき  1983年10月発行

写真

930 くり
ＮＮＰ,山本明義,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,山本明義については二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第７編 くだもの　だいすき  1983年10月発行

写真

931 こうしゅう
ＮＮＰ,山本明義,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,山本明義については二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第７編 くだもの　だいすき  1983年10月発行

写真

932 デラウェア
ＮＮＰ,山本明義,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,山本明義については二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第７編 くだもの　だいすき  1983年10月発行

写真

933 フルーツポンチ
ＮＮＰ,山本明義,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,山本明義については二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第７編 くだもの　だいすき  1983年10月発行

写真

934 マスカット
ＮＮＰ,山本明義,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,山本明義については二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第７編 くだもの　だいすき  1983年10月発行

写真

935 りんご
ＮＮＰ,山本明義,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,山本明義については二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第７編 くだもの　だいすき  1983年10月発行

写真

936 果物
ＮＮＰ,山本明義,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,山本明義については二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第７編 くだもの　だいすき  1983年10月発行

写真

937 柿
ＮＮＰ,山本明義,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,山本明義については二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第７編 くだもの　だいすき  1983年10月発行

写真

938 干し柿
ＮＮＰ,山本明義,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,山本明義については二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第７編 くだもの　だいすき  1983年10月発行

写真
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939 梨
ＮＮＰ,山本明義,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,山本明義については二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第７編 くだもの　だいすき  1983年10月発行

写真

940 梨
ＮＮＰ,山本明義,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,山本明義については二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第７編 くだもの　だいすき  1983年10月発行

写真

941 いらが
ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第８編 かいじゅう　いろごん  1983年11月発行

写真

942 くわがた
ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第８編 かいじゅう　いろごん  1983年11月発行

写真

943 さなぎ
ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第８編 かいじゅう　いろごん  1983年11月発行

写真

944 てんとうむし
ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第８編 かいじゅう　いろごん  1983年11月発行

写真

945 みのむし
ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第８編 かいじゅう　いろごん  1983年11月発行

写真

946 黒い虫
ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第８編 かいじゅう　いろごん  1983年11月発行

写真

947 草たまご
ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第８編 かいじゅう　いろごん  1983年11月発行

写真

948 ブルートレイン
東京フォト,交通公社フォトライブラリーのいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第８編 アンパンマンと　パンやさん  1983年11月発
行

写真

949 新幹線
東京フォト,交通公社フォトライブラリーのいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第８編 アンパンマンと　パンやさん  1983年11月発
行

写真

950 列車
東京フォト,交通公社フォトライブラリーのいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第８編 アンパンマンと　パンやさん  1983年11月発
行

写真

951 こま
ボンカラー,渡辺英雄のいずれかの著作物と思われるが著作者の
特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第１０編 たのしい　おしょうがつ  1984年1月発行

写真

952 下段こま
ボンカラー,渡辺英雄のいずれかの著作物と思われるが著作者の
特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第１０編 たのしい　おしょうがつ  1984年1月発行

写真
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953 家の玄関
ボンカラー,渡辺英雄のいずれかの著作物と思われるが著作者の
特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第１０編 たのしい　おしょうがつ  1984年1月発行

写真

954 回るこま
ボンカラー,渡辺英雄のいずれかの著作物と思われるが著作者の
特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第１０編 たのしい　おしょうがつ  1984年1月発行

写真

955 上段こま
ボンカラー,渡辺英雄のいずれかの著作物と思われるが著作者の
特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第１０編 たのしい　おしょうがつ  1984年1月発行

写真

956 人々
ボンカラー,渡辺英雄のいずれかの著作物と思われるが著作者の
特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第１０編 たのしい　おしょうがつ  1984年1月発行

写真

957 こいのぼり
ＮＮＰ,カメラ東京サービス,ネイチャープロ,渡部　洋,渡辺英雄,
富成忠夫,茂木　透のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第１２編 さくらの　つぼみ  1984年3月発行

写真

958 こどもたち
ＮＮＰ,カメラ東京サービス,ネイチャープロ,渡部　洋,渡辺英雄,
富成忠夫,茂木　透のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第１２編 さくらの　つぼみ  1984年3月発行

写真

959 こぶし
ＮＮＰ,カメラ東京サービス,ネイチャープロ,渡部　洋,渡辺英雄,
富成忠夫,茂木　透のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第１２編 さくらの　つぼみ  1984年3月発行

写真

960 こぶしの花
ＮＮＰ,カメラ東京サービス,ネイチャープロ,渡部　洋,渡辺英雄,
富成忠夫,茂木　透のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第１２編 さくらの　つぼみ  1984年3月発行

写真

961 さくら
ＮＮＰ,カメラ東京サービス,ネイチャープロ,渡部　洋,渡辺英雄,
富成忠夫,茂木　透のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第１２編 さくらの　つぼみ  1984年3月発行

写真

962 さくら
ＮＮＰ,カメラ東京サービス,ネイチャープロ,渡部　洋,渡辺英雄,
富成忠夫,茂木　透のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第１２編 さくらの　つぼみ  1984年3月発行

写真

963 さくら
ＮＮＰ,カメラ東京サービス,ネイチャープロ,渡部　洋,渡辺英雄,
富成忠夫,茂木　透のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第１２編 さくらの　つぼみ  1984年3月発行

写真

964 しだれ桜
ＮＮＰ,カメラ東京サービス,ネイチャープロ,渡部　洋,渡辺英雄,
富成忠夫,茂木　透のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第１２編 さくらの　つぼみ  1984年3月発行

写真

965 そめいよしの
ＮＮＰ,カメラ東京サービス,ネイチャープロ,渡部　洋,渡辺英雄,
富成忠夫,茂木　透のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第１２編 さくらの　つぼみ  1984年3月発行

写真

966 ひがん桜
ＮＮＰ,カメラ東京サービス,ネイチャープロ,渡部　洋,渡辺英雄,
富成忠夫,茂木　透のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第１２編 さくらの　つぼみ  1984年3月発行

写真
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967 まんさく
ＮＮＰ,カメラ東京サービス,ネイチャープロ,渡部　洋,渡辺英雄,
富成忠夫,茂木　透のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第１２編 さくらの　つぼみ  1984年3月発行

写真

968 まんさくの花
ＮＮＰ,カメラ東京サービス,ネイチャープロ,渡部　洋,渡辺英雄,
富成忠夫,茂木　透のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第１２編 さくらの　つぼみ  1984年3月発行

写真

969 もも
ＮＮＰ,カメラ東京サービス,ネイチャープロ,渡部　洋,渡辺英雄,
富成忠夫,茂木　透のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第１２編 さくらの　つぼみ  1984年3月発行

写真

970 ももの花
ＮＮＰ,カメラ東京サービス,ネイチャープロ,渡部　洋,渡辺英雄,
富成忠夫,茂木　透のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第１２編 さくらの　つぼみ  1984年3月発行

写真

971 下段つぼみ
ＮＮＰ,カメラ東京サービス,ネイチャープロ,渡部　洋,渡辺英雄,
富成忠夫,茂木　透のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第１２編 さくらの　つぼみ  1984年3月発行

写真

972 上段つぼみ
ＮＮＰ,カメラ東京サービス,ネイチャープロ,渡部　洋,渡辺英雄,
富成忠夫,茂木　透のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第１２編 さくらの　つぼみ  1984年3月発行

写真

973 青鬼おとこのこ
ＮＮＰ,カメラ東京サービス,ネイチャープロ,渡部　洋,渡辺英雄,
富成忠夫,茂木　透のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第１２編 さくらの　つぼみ  1984年3月発行

写真

974 中段　つぼみ
ＮＮＰ,カメラ東京サービス,ネイチャープロ,渡部　洋,渡辺英雄,
富成忠夫,茂木　透のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第１２編 さくらの　つぼみ  1984年3月発行

写真

975 八重桜
ＮＮＰ,カメラ東京サービス,ネイチャープロ,渡部　洋,渡辺英雄,
富成忠夫,茂木　透のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３８集
第１２編 さくらの　つぼみ  1984年3月発行

写真

976 バス
カメラ東京サービス,フォトリサーチ,渡辺英雄のいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第１編 はるの　にわ  1984年4月発行

写真

977 あり
栗林　慧,金田洋一郎,七尾企画,ボンカラーのいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし栗林　慧,金田洋
一郎については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第１編 はるの　にわ  1984年4月発行

写真

978 たんぽぽ
栗林　慧,金田洋一郎,七尾企画,ボンカラーのいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし栗林　慧,金田洋
一郎については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第１編 はるの　にわ  1984年4月発行

写真

979 たんぽぽ
栗林　慧,金田洋一郎,七尾企画,ボンカラーのいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし栗林　慧,金田洋
一郎については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第１編 はるの　にわ  1984年4月発行

写真

980 たんぽぽ
栗林　慧,金田洋一郎,七尾企画,ボンカラーのいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし栗林　慧,金田洋
一郎については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第１編 はるの　にわ  1984年4月発行

写真
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981 ばら
栗林　慧,金田洋一郎,七尾企画,ボンカラーのいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし栗林　慧,金田洋
一郎については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第１編 はるの　にわ  1984年4月発行

写真

982 花
栗林　慧,金田洋一郎,七尾企画,ボンカラーのいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし栗林　慧,金田洋
一郎については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第１編 はるの　にわ  1984年4月発行

写真

983 花
栗林　慧,金田洋一郎,七尾企画,ボンカラーのいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし栗林　慧,金田洋
一郎については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第１編 はるの　にわ  1984年4月発行

写真

984 手
栗林　慧,金田洋一郎,七尾企画,ボンカラーのいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし栗林　慧,金田洋
一郎については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第１編 はるの　にわ  1984年4月発行

写真

985 すずめ
大高成元,佐伯敏子,立松光好,ＪＲフォトのいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただし大高成元については
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第２編 とりを　よぼう  1984年5月発行

写真

986 とり
大高成元,佐伯敏子,立松光好,ＪＲフォトのいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただし大高成元については
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第２編 とりを　よぼう  1984年5月発行

写真

987 とり
大高成元,佐伯敏子,立松光好,ＪＲフォトのいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただし大高成元については
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第２編 とりを　よぼう  1984年5月発行

写真

988 とり
大高成元,佐伯敏子,立松光好,ＪＲフォトのいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただし大高成元については
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第２編 とりを　よぼう  1984年5月発行

写真

989 右とり
大高成元,佐伯敏子,立松光好,ＪＲフォトのいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただし大高成元については
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第２編 とりを　よぼう  1984年5月発行

写真

990 右とり
大高成元,佐伯敏子,立松光好,ＪＲフォトのいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただし大高成元については
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第２編 とりを　よぼう  1984年5月発行

写真

991 下水場
大高成元,佐伯敏子,立松光好,ＪＲフォトのいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただし大高成元については
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第２編 とりを　よぼう  1984年5月発行

写真

992 下段右とり
大高成元,佐伯敏子,立松光好,ＪＲフォトのいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただし大高成元については
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第２編 とりを　よぼう  1984年5月発行

写真

993 下段左とり
大高成元,佐伯敏子,立松光好,ＪＲフォトのいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただし大高成元については
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第２編 とりを　よぼう  1984年5月発行

写真

994 左とり
大高成元,佐伯敏子,立松光好,ＪＲフォトのいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただし大高成元については
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第２編 とりを　よぼう  1984年5月発行

写真
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995 左とり
大高成元,佐伯敏子,立松光好,ＪＲフォトのいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただし大高成元については
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第２編 とりを　よぼう  1984年5月発行

写真

996 上水場
大高成元,佐伯敏子,立松光好,ＪＲフォトのいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただし大高成元については
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第２編 とりを　よぼう  1984年5月発行

写真

997 上段右とり
大高成元,佐伯敏子,立松光好,ＪＲフォトのいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただし大高成元については
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第２編 とりを　よぼう  1984年5月発行

写真

998 上段左とり
大高成元,佐伯敏子,立松光好,ＪＲフォトのいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただし大高成元については
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第２編 とりを　よぼう  1984年5月発行

写真

999 水場
大高成元,佐伯敏子,立松光好,ＪＲフォトのいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただし大高成元については
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第２編 とりを　よぼう  1984年5月発行

写真

1000 中段とり
大高成元,佐伯敏子,立松光好,ＪＲフォトのいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただし大高成元については
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第２編 とりを　よぼう  1984年5月発行

写真

1001 あしながばち
栗林　慧,ＮＮＰ,ネイチャープロ,渡辺英雄のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし栗林　慧,ＮＮＰ
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第５編 むしの　ひみつ  1984年8月発行

写真

1002 あぶらぜみ
栗林　慧,ＮＮＰ,ネイチャープロ,渡辺英雄のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし栗林　慧,ＮＮＰ
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第５編 むしの　ひみつ  1984年8月発行

写真

1003 ありぐも
栗林　慧,ＮＮＰ,ネイチャープロ,渡辺英雄のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし栗林　慧,ＮＮＰ
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第５編 むしの　ひみつ  1984年8月発行

写真

1004 カブトムシ
栗林　慧,ＮＮＰ,ネイチャープロ,渡辺英雄のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし栗林　慧,ＮＮＰ
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第５編 むしの　ひみつ  1984年8月発行

写真

1005 カブトムシ
栗林　慧,ＮＮＰ,ネイチャープロ,渡辺英雄のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし栗林　慧,ＮＮＰ
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第５編 むしの　ひみつ  1984年8月発行

写真

1006 くまぜみ
栗林　慧,ＮＮＰ,ネイチャープロ,渡辺英雄のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし栗林　慧,ＮＮＰ
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第５編 むしの　ひみつ  1984年8月発行

写真

1007 クロオオアリ
栗林　慧,ＮＮＰ,ネイチャープロ,渡辺英雄のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし栗林　慧,ＮＮＰ
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第５編 むしの　ひみつ  1984年8月発行

写真

1008 クワガタ
栗林　慧,ＮＮＰ,ネイチャープロ,渡辺英雄のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし栗林　慧,ＮＮＰ
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第５編 むしの　ひみつ  1984年8月発行

写真
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1009 クワガタ
栗林　慧,ＮＮＰ,ネイチャープロ,渡辺英雄のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし栗林　慧,ＮＮＰ
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第５編 むしの　ひみつ  1984年8月発行

写真

1010 クワガタ
栗林　慧,ＮＮＰ,ネイチャープロ,渡辺英雄のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし栗林　慧,ＮＮＰ
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第５編 むしの　ひみつ  1984年8月発行

写真

1011 せみ
栗林　慧,ＮＮＰ,ネイチャープロ,渡辺英雄のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし栗林　慧,ＮＮＰ
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第５編 むしの　ひみつ  1984年8月発行

写真

1012 つくつくぼうし
栗林　慧,ＮＮＰ,ネイチャープロ,渡辺英雄のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし栗林　慧,ＮＮＰ
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第５編 むしの　ひみつ  1984年8月発行

写真

1013 とらかみきり
栗林　慧,ＮＮＰ,ネイチャープロ,渡辺英雄のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし栗林　慧,ＮＮＰ
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第５編 むしの　ひみつ  1984年8月発行

写真

1014 トンボ
栗林　慧,ＮＮＰ,ネイチャープロ,渡辺英雄のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし栗林　慧,ＮＮＰ
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第５編 むしの　ひみつ  1984年8月発行

写真

1015 にいにいぜみ
栗林　慧,ＮＮＰ,ネイチャープロ,渡辺英雄のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし栗林　慧,ＮＮＰ
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第５編 むしの　ひみつ  1984年8月発行

写真

1016 ひぐらし
栗林　慧,ＮＮＰ,ネイチャープロ,渡辺英雄のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし栗林　慧,ＮＮＰ
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第５編 むしの　ひみつ  1984年8月発行

写真

1017 ひぐらし
栗林　慧,ＮＮＰ,ネイチャープロ,渡辺英雄のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし栗林　慧,ＮＮＰ
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第５編 むしの　ひみつ  1984年8月発行

写真

1018 みんみんぜみ
栗林　慧,ＮＮＰ,ネイチャープロ,渡辺英雄のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし栗林　慧,ＮＮＰ
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第５編 むしの　ひみつ  1984年8月発行

写真

1019 右　いなご
栗林　慧,ＮＮＰ,ネイチャープロ,渡辺英雄のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし栗林　慧,ＮＮＰ
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第５編 むしの　ひみつ  1984年8月発行

写真

1020 右　きのかわが
栗林　慧,ＮＮＰ,ネイチャープロ,渡辺英雄のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし栗林　慧,ＮＮＰ
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第５編 むしの　ひみつ  1984年8月発行

写真

1021 右　しゃくとりむし
栗林　慧,ＮＮＰ,ネイチャープロ,渡辺英雄のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし栗林　慧,ＮＮＰ
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第５編 むしの　ひみつ  1984年8月発行

写真

1022 右　しょうりょうばった
栗林　慧,ＮＮＰ,ネイチャープロ,渡辺英雄のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし栗林　慧,ＮＮＰ
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第５編 むしの　ひみつ  1984年8月発行

写真
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1023 右　ななふし
栗林　慧,ＮＮＰ,ネイチャープロ,渡辺英雄のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし栗林　慧,ＮＮＰ
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第５編 むしの　ひみつ  1984年8月発行

写真

1024 右　にいにいゼミ
栗林　慧,ＮＮＰ,ネイチャープロ,渡辺英雄のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし栗林　慧,ＮＮＰ
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第５編 むしの　ひみつ  1984年8月発行

写真

1025 下段　ちょう
栗林　慧,ＮＮＰ,ネイチャープロ,渡辺英雄のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし栗林　慧,ＮＮＰ
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第５編 むしの　ひみつ  1984年8月発行

写真

1026 左　いなご
栗林　慧,ＮＮＰ,ネイチャープロ,渡辺英雄のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし栗林　慧,ＮＮＰ
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第５編 むしの　ひみつ  1984年8月発行

写真

1027 左　きのかわが
栗林　慧,ＮＮＰ,ネイチャープロ,渡辺英雄のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし栗林　慧,ＮＮＰ
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第５編 むしの　ひみつ  1984年8月発行

写真

1028 左　しゃくとりむし
栗林　慧,ＮＮＰ,ネイチャープロ,渡辺英雄のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし栗林　慧,ＮＮＰ
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第５編 むしの　ひみつ  1984年8月発行

写真

1029 左　しょうりょうばった
栗林　慧,ＮＮＰ,ネイチャープロ,渡辺英雄のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし栗林　慧,ＮＮＰ
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第５編 むしの　ひみつ  1984年8月発行

写真

1030 左　ななふし
栗林　慧,ＮＮＰ,ネイチャープロ,渡辺英雄のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし栗林　慧,ＮＮＰ
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第５編 むしの　ひみつ  1984年8月発行

写真

1031 左　にいにいゼミ
栗林　慧,ＮＮＰ,ネイチャープロ,渡辺英雄のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし栗林　慧,ＮＮＰ
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第５編 むしの　ひみつ  1984年8月発行

写真

1032 上段　ちょう
栗林　慧,ＮＮＰ,ネイチャープロ,渡辺英雄のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし栗林　慧,ＮＮＰ
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第５編 むしの　ひみつ  1984年8月発行

写真

1033 蝶
栗林　慧,ＮＮＰ,ネイチャープロ,渡辺英雄のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし栗林　慧,ＮＮＰ
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第５編 むしの　ひみつ  1984年8月発行

写真

1034 蝶
栗林　慧,ＮＮＰ,ネイチャープロ,渡辺英雄のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし栗林　慧,ＮＮＰ
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第５編 むしの　ひみつ  1984年8月発行

写真

1035 蝶の羽
栗林　慧,ＮＮＰ,ネイチャープロ,渡辺英雄のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし栗林　慧,ＮＮＰ
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第５編 むしの　ひみつ  1984年8月発行

写真

1036 おとこのこ
竹井史郎,ボンカラー,カメラ東京サービス,世文フォトのいずれか
の著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし竹井史
郎については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第６編 あきの　のはらで  1984年9月発行

写真
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1037 おとこのこ
竹井史郎,ボンカラー,カメラ東京サービス,世文フォトのいずれか
の著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし竹井史
郎については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第６編 あきの　のはらで  1984年9月発行

写真

1038 おんなのこ
竹井史郎,ボンカラー,カメラ東京サービス,世文フォトのいずれか
の著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし竹井史
郎については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第６編 あきの　のはらで  1984年9月発行

写真

1039 きのみのとり
竹井史郎,ボンカラー,カメラ東京サービス,世文フォトのいずれか
の著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし竹井史
郎については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第６編 あきの　のはらで  1984年9月発行

写真

1040 くずのかいじゅう
竹井史郎,ボンカラー,カメラ東京サービス,世文フォトのいずれか
の著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし竹井史
郎については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第６編 あきの　のはらで  1984年9月発行

写真

1041 くずのはっぱにもようつけ
竹井史郎,ボンカラー,カメラ東京サービス,世文フォトのいずれか
の著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし竹井史
郎については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第６編 あきの　のはらで  1984年9月発行

写真

1042 こども
竹井史郎,ボンカラー,カメラ東京サービス,世文フォトのいずれか
の著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし竹井史
郎については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第６編 あきの　のはらで  1984年9月発行

写真

1043 すすき
竹井史郎,ボンカラー,カメラ東京サービス,世文フォトのいずれか
の著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし竹井史
郎については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第６編 あきの　のはらで  1984年9月発行

写真

1044 すすき
竹井史郎,ボンカラー,カメラ東京サービス,世文フォトのいずれか
の著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし竹井史
郎については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第６編 あきの　のはらで  1984年9月発行

写真

1045 とりまつぼっくり
竹井史郎,ボンカラー,カメラ東京サービス,世文フォトのいずれか
の著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし竹井史
郎については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第６編 あきの　のはらで  1984年9月発行

写真

1046 ひっぱりっこ
竹井史郎,ボンカラー,カメラ東京サービス,世文フォトのいずれか
の著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし竹井史
郎については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第６編 あきの　のはらで  1984年9月発行

写真

1047 子どもたち
竹井史郎,ボンカラー,カメラ東京サービス,世文フォトのいずれか
の著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし竹井史
郎については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第６編 あきの　のはらで  1984年9月発行

写真

1048 飛ぶまつぼっくり
竹井史郎,ボンカラー,カメラ東京サービス,世文フォトのいずれか
の著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし竹井史
郎については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第６編 あきの　のはらで  1984年9月発行

写真

1049 野原
竹井史郎,ボンカラー,カメラ東京サービス,世文フォトのいずれか
の著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし竹井史
郎については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第６編 あきの　のはらで  1984年9月発行

写真

1050 いがいがハンバーガー
樋上晴彦,山本明義,山崎　哲,スペースライブラリのいずれかの著
作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし樋上晴彦,
山本明義については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第７編 おべんとう  1984年10月発行

写真
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1051 うさぎ
樋上晴彦,山本明義,山崎　哲,スペースライブラリのいずれかの著
作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし樋上晴彦,
山本明義については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第７編 おべんとう  1984年10月発行

写真

1052 エリマキトカゲ
樋上晴彦,山本明義,山崎　哲,スペースライブラリのいずれかの著
作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし樋上晴彦,
山本明義については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第７編 おべんとう  1984年10月発行

写真

1053 おすもうおにぎり
樋上晴彦,山本明義,山崎　哲,スペースライブラリのいずれかの著
作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし樋上晴彦,
山本明義については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第７編 おべんとう  1984年10月発行

写真

1054 おばけロールサンド
樋上晴彦,山本明義,山崎　哲,スペースライブラリのいずれかの著
作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし樋上晴彦,
山本明義については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第７編 おべんとう  1984年10月発行

写真

1055 おべんとう
樋上晴彦,山本明義,山崎　哲,スペースライブラリのいずれかの著
作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし樋上晴彦,
山本明義については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第７編 おべんとう  1984年10月発行

写真

1056 おべんとう
樋上晴彦,山本明義,山崎　哲,スペースライブラリのいずれかの著
作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし樋上晴彦,
山本明義については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第７編 おべんとう  1984年10月発行

写真

1057 おべんとう
樋上晴彦,山本明義,山崎　哲,スペースライブラリのいずれかの著
作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし樋上晴彦,
山本明義については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第７編 おべんとう  1984年10月発行

写真

1058 かに
樋上晴彦,山本明義,山崎　哲,スペースライブラリのいずれかの著
作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし樋上晴彦,
山本明義については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第７編 おべんとう  1984年10月発行

写真

1059 カレーにぎり
樋上晴彦,山本明義,山崎　哲,スペースライブラリのいずれかの著
作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし樋上晴彦,
山本明義については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第７編 おべんとう  1984年10月発行

写真

1060 コアラサンド
樋上晴彦,山本明義,山崎　哲,スペースライブラリのいずれかの著
作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし樋上晴彦,
山本明義については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第７編 おべんとう  1984年10月発行

写真

1061 さんかくおにぎり
樋上晴彦,山本明義,山崎　哲,スペースライブラリのいずれかの著
作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし樋上晴彦,
山本明義については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第７編 おべんとう  1984年10月発行

写真

1062 たいこおにぎり
樋上晴彦,山本明義,山崎　哲,スペースライブラリのいずれかの著
作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし樋上晴彦,
山本明義については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第７編 おべんとう  1984年10月発行

写真

1063 たこ
樋上晴彦,山本明義,山崎　哲,スペースライブラリのいずれかの著
作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし樋上晴彦,
山本明義については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第７編 おべんとう  1984年10月発行

写真

1064 たまごまき
樋上晴彦,山本明義,山崎　哲,スペースライブラリのいずれかの著
作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし樋上晴彦,
山本明義については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第７編 おべんとう  1984年10月発行

写真
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1065 たわらおにぎり
樋上晴彦,山本明義,山崎　哲,スペースライブラリのいずれかの著
作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし樋上晴彦,
山本明義については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第７編 おべんとう  1984年10月発行

写真

1066 なにをはさもうかな
樋上晴彦,山本明義,山崎　哲,スペースライブラリのいずれかの著
作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし樋上晴彦,
山本明義については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第７編 おべんとう  1984年10月発行

写真

1067 ねこいなり
樋上晴彦,山本明義,山崎　哲,スペースライブラリのいずれかの著
作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし樋上晴彦,
山本明義については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第７編 おべんとう  1984年10月発行

写真

1068 ハートサンド
樋上晴彦,山本明義,山崎　哲,スペースライブラリのいずれかの著
作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし樋上晴彦,
山本明義については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第７編 おべんとう  1984年10月発行

写真

1069 はっぱおすし
樋上晴彦,山本明義,山崎　哲,スペースライブラリのいずれかの著
作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし樋上晴彦,
山本明義については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第７編 おべんとう  1984年10月発行

写真

1070 ぱん
樋上晴彦,山本明義,山崎　哲,スペースライブラリのいずれかの著
作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし樋上晴彦,
山本明義については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第７編 おべんとう  1984年10月発行

写真

1071 ぶた
樋上晴彦,山本明義,山崎　哲,スペースライブラリのいずれかの著
作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし樋上晴彦,
山本明義については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第７編 おべんとう  1984年10月発行

写真

1072 ぺんぎん
樋上晴彦,山本明義,山崎　哲,スペースライブラリのいずれかの著
作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし樋上晴彦,
山本明義については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第７編 おべんとう  1984年10月発行

写真

1073 ぼーるおにぎり
樋上晴彦,山本明義,山崎　哲,スペースライブラリのいずれかの著
作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし樋上晴彦,
山本明義については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第７編 おべんとう  1984年10月発行

写真

1074 まつぼっくりべんとう
樋上晴彦,山本明義,山崎　哲,スペースライブラリのいずれかの著
作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし樋上晴彦,
山本明義については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第７編 おべんとう  1984年10月発行

写真

1075 わに
樋上晴彦,山本明義,山崎　哲,スペースライブラリのいずれかの著
作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし樋上晴彦,
山本明義については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第７編 おべんとう  1984年10月発行

写真

1076 宇宙食
樋上晴彦,山本明義,山崎　哲,スペースライブラリのいずれかの著
作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし樋上晴彦,
山本明義については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第７編 おべんとう  1984年10月発行

写真

1077 味噌焼きおにぎり
樋上晴彦,山本明義,山崎　哲,スペースライブラリのいずれかの著
作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし樋上晴彦,
山本明義については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第７編 おべんとう  1984年10月発行

写真

1078 まつのはについた雪の結晶
ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第１１編 さむさに　まけるな！  1985年2月発行

写真
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1079 下段ゆき
ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第１１編 さむさに　まけるな！  1985年2月発行

写真

1080 下段右ゆき
ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第１１編 さむさに　まけるな！  1985年2月発行

写真

1081 下段右雪の結晶
ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第１１編 さむさに　まけるな！  1985年2月発行

写真

1082 下段右雪の結晶
ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第１１編 さむさに　まけるな！  1985年2月発行

写真

1083 下段左ゆき
ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第１１編 さむさに　まけるな！  1985年2月発行

写真

1084 下段左雪の結晶
ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第１１編 さむさに　まけるな！  1985年2月発行

写真

1085 下段左雪の結晶
ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第１１編 さむさに　まけるな！  1985年2月発行

写真

1086 下段中雪の結晶
ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第１１編 さむさに　まけるな！  1985年2月発行

写真

1087 上段ゆき
ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第１１編 さむさに　まけるな！  1985年2月発行

写真

1088 上段右ゆき
ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第１１編 さむさに　まけるな！  1985年2月発行

写真

1089 上段左ゆき
ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第１１編 さむさに　まけるな！  1985年2月発行

写真

1090 草についた雪の結晶
ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第１１編 さむさに　まけるな！  1985年2月発行

写真

1091 中段右ゆき
ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第１１編 さむさに　まけるな！  1985年2月発行

写真

1092 中段左ゆき
ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第１１編 さむさに　まけるな！  1985年2月発行

写真
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1093 ぼくのつくったゆきうさぎ
ＮＮＰ,ファインフォトのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第１１編 さむさに　まけるな！  1985年2月発行

写真

1094 円枠女の子
ＮＮＰ,ファインフォトのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第１１編 さむさに　まけるな！  1985年2月発行

写真

1095 下段右こども
ＮＮＰ,ファインフォトのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第１１編 さむさに　まけるな！  1985年2月発行

写真

1096 下段左こども
ＮＮＰ,ファインフォトのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第１１編 さむさに　まけるな！  1985年2月発行

写真

1097 えぞじか
七尾企画,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作
者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第１１編 さむさに　まけるな！  1985年2月発行

写真

1098 えぞりす
七尾企画,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作
者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第１１編 さむさに　まけるな！  1985年2月発行

写真

1099 きたきつね
七尾企画,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作
者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第１１編 さむさに　まけるな！  1985年2月発行

写真

1100 さる
七尾企画,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作
者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第１１編 さむさに　まけるな！  1985年2月発行

写真

1101 とうほくのうさぎ
七尾企画,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作
者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第１１編 さむさに　まけるな！  1985年2月発行

写真

1102 にほんかもしか
七尾企画,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作
者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第１１編 さむさに　まけるな！  1985年2月発行

写真

1103 いちご
ＮＮＰ,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第１２編 おひさま　ぽかぽか  1985年3月発行

写真

1104 きゅうり
ＮＮＰ,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第１２編 おひさま　ぽかぽか  1985年3月発行

写真

1105 すぎなにへんしん
ＮＮＰ,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第１２編 おひさま　ぽかぽか  1985年3月発行

写真

1106 ちょう
ＮＮＰ,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第１２編 おひさま　ぽかぽか  1985年3月発行

写真
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1107 つくし
ＮＮＰ,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第１２編 おひさま　ぽかぽか  1985年3月発行

写真

1108 つくしがかおをだした
ＮＮＰ,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第１２編 おひさま　ぽかぽか  1985年3月発行

写真

1109 つちいなご
ＮＮＰ,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第１２編 おひさま　ぽかぽか  1985年3月発行

写真

1110 にわとこ
ＮＮＰ,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第１２編 おひさま　ぽかぽか  1985年3月発行

写真

1111 ねこやなぎ
ＮＮＰ,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第１２編 おひさま　ぽかぽか  1985年3月発行

写真

1112 ひきがえる(たまご)
ＮＮＰ,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第１２編 おひさま　ぽかぽか  1985年3月発行

写真

1113 もぞもぞもぞ
ＮＮＰ,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第１２編 おひさま　ぽかぽか  1985年3月発行

写真

1114 あき
ＮＮＰ,七尾企画,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾
取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第１２編 おひさま　ぽかぽか  1985年3月発行

写真

1115 うめ
ＮＮＰ,七尾企画,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾
取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第１２編 おひさま　ぽかぽか  1985年3月発行

写真

1116 クロッカス
ＮＮＰ,七尾企画,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾
取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第１２編 おひさま　ぽかぽか  1985年3月発行

写真

1117 さくら
ＮＮＰ,七尾企画,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾
取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第１２編 おひさま　ぽかぽか  1985年3月発行

写真

1118 じんちょうげ
ＮＮＰ,七尾企画,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾
取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第１２編 おひさま　ぽかぽか  1985年3月発行

写真

1119 すいせん
ＮＮＰ,七尾企画,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾
取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第１２編 おひさま　ぽかぽか  1985年3月発行

写真

1120 つくし
ＮＮＰ,七尾企画,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾
取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第１２編 おひさま　ぽかぽか  1985年3月発行

写真
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1121 なつ
ＮＮＰ,七尾企画,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾
取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第１２編 おひさま　ぽかぽか  1985年3月発行

写真

1122 はる
ＮＮＰ,七尾企画,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾
取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第１２編 おひさま　ぽかぽか  1985年3月発行

写真

1123 ふゆ
ＮＮＰ,七尾企画,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾
取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第１２編 おひさま　ぽかぽか  1985年3月発行

写真

1124 へびいちご
ＮＮＰ,七尾企画,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾
取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第３９集
第１２編 おひさま　ぽかぽか  1985年3月発行

写真

1125 きゅうこん
ＮＮＰ,七尾企画,ボンカラー,奥山　久のいずれかの著作物と思わ
れるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次
使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第１編 チューリップの　なぜ　なぜ？  1985年4月発
行

写真

1126 きゅうこん
ＮＮＰ,七尾企画,ボンカラー,奥山　久のいずれかの著作物と思わ
れるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次
使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第１編 チューリップの　なぜ　なぜ？  1985年4月発
行

写真

1127 チューリップ
ＮＮＰ,七尾企画,ボンカラー,奥山　久のいずれかの著作物と思わ
れるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次
使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第１編 チューリップの　なぜ　なぜ？  1985年4月発
行

写真

1128 チューリップ
ＮＮＰ,七尾企画,ボンカラー,奥山　久のいずれかの著作物と思わ
れるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次
使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第１編 チューリップの　なぜ　なぜ？  1985年4月発
行

写真

1129 チューリップ
ＮＮＰ,七尾企画,ボンカラー,奥山　久のいずれかの著作物と思わ
れるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次
使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第１編 チューリップの　なぜ　なぜ？  1985年4月発
行

写真

1130 ちゅーりっぷ
ＮＮＰ,七尾企画,ボンカラー,奥山　久のいずれかの著作物と思わ
れるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次
使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第１編 チューリップの　なぜ　なぜ？  1985年4月発
行

写真

1131 いちご大
山本明義,ボンカラー,渡辺英雄,山崎　哲のいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただし山本明義については
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第１編 チューリップの　なぜ　なぜ？  1985年4月発
行

写真

1132 いちご断面
山本明義,ボンカラー,渡辺英雄,山崎　哲のいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただし山本明義については
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第１編 チューリップの　なぜ　なぜ？  1985年4月発
行

写真

1133 つぶつぶたねにはあかときいろがあ
るよ

山本明義,ボンカラー,渡辺英雄,山崎　哲のいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただし山本明義については
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第１編 チューリップの　なぜ　なぜ？  1985年4月発
行

写真

1134 はながへんしんあかいみに
山本明義,ボンカラー,渡辺英雄,山崎　哲のいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただし山本明義については
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第１編 チューリップの　なぜ　なぜ？  1985年4月発
行

写真

82 / 133 ページ



(1)株式会社フレーベル館発行の「キンダーブック」に掲載された写真、絵、文章等。（別紙1）

№ 題号 著作者 制作・発行元・発行年　等 著作物のジャンル

1135 あかいふん
ＮＮＰ,アルスフォト企画,七尾企画,ネイチャープロ,奥山　久のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
ＮＮＰ,アルスフォト企画については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第３編 かたつむりの　ひみつ  1985年6月発行

写真

1136 あじさい
ＮＮＰ,アルスフォト企画,七尾企画,ネイチャープロ,奥山　久のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
ＮＮＰ,アルスフォト企画については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第３編 かたつむりの　ひみつ  1985年6月発行

写真

1137 かえるかたつむり
ＮＮＰ,アルスフォト企画,七尾企画,ネイチャープロ,奥山　久のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
ＮＮＰ,アルスフォト企画については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第３編 かたつむりの　ひみつ  1985年6月発行

写真

1138 かたつむり
ＮＮＰ,アルスフォト企画,七尾企画,ネイチャープロ,奥山　久のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
ＮＮＰ,アルスフォト企画については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第３編 かたつむりの　ひみつ  1985年6月発行

写真

1139 かたつむり
ＮＮＰ,アルスフォト企画,七尾企画,ネイチャープロ,奥山　久のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
ＮＮＰ,アルスフォト企画については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第３編 かたつむりの　ひみつ  1985年6月発行

写真

1140 かたつむり
ＮＮＰ,アルスフォト企画,七尾企画,ネイチャープロ,奥山　久のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
ＮＮＰ,アルスフォト企画については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第３編 かたつむりの　ひみつ  1985年6月発行

写真

1141 かたつむり
ＮＮＰ,アルスフォト企画,七尾企画,ネイチャープロ,奥山　久のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
ＮＮＰ,アルスフォト企画については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第３編 かたつむりの　ひみつ  1985年6月発行

写真

1142 かたつむり
ＮＮＰ,アルスフォト企画,七尾企画,ネイチャープロ,奥山　久のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
ＮＮＰ,アルスフォト企画については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第３編 かたつむりの　ひみつ  1985年6月発行

写真

1143 かたつむり
ＮＮＰ,アルスフォト企画,七尾企画,ネイチャープロ,奥山　久のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
ＮＮＰ,アルスフォト企画については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第３編 かたつむりの　ひみつ  1985年6月発行

写真

1144 かたつむり１
ＮＮＰ,アルスフォト企画,七尾企画,ネイチャープロ,奥山　久のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
ＮＮＰ,アルスフォト企画については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第３編 かたつむりの　ひみつ  1985年6月発行

写真

1145 かたつむり２
ＮＮＰ,アルスフォト企画,七尾企画,ネイチャープロ,奥山　久のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
ＮＮＰ,アルスフォト企画については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第３編 かたつむりの　ひみつ  1985年6月発行

写真

1146 かたつむり３
ＮＮＰ,アルスフォト企画,七尾企画,ネイチャープロ,奥山　久のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
ＮＮＰ,アルスフォト企画については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第３編 かたつむりの　ひみつ  1985年6月発行

写真

1147 かたつむり４
ＮＮＰ,アルスフォト企画,七尾企画,ネイチャープロ,奥山　久のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
ＮＮＰ,アルスフォト企画については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第３編 かたつむりの　ひみつ  1985年6月発行

写真

1148 かたつむり５
ＮＮＰ,アルスフォト企画,七尾企画,ネイチャープロ,奥山　久のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
ＮＮＰ,アルスフォト企画については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第３編 かたつむりの　ひみつ  1985年6月発行

写真
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1149 かたつむり６
ＮＮＰ,アルスフォト企画,七尾企画,ネイチャープロ,奥山　久のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
ＮＮＰ,アルスフォト企画については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第３編 かたつむりの　ひみつ  1985年6月発行

写真

1150 かたつむりのたまご
ＮＮＰ,アルスフォト企画,七尾企画,ネイチャープロ,奥山　久のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
ＮＮＰ,アルスフォト企画については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第３編 かたつむりの　ひみつ  1985年6月発行

写真

1151 かたつむり小
ＮＮＰ,アルスフォト企画,七尾企画,ネイチャープロ,奥山　久のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
ＮＮＰ,アルスフォト企画については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第３編 かたつむりの　ひみつ  1985年6月発行

写真

1152 きゅうり
ＮＮＰ,アルスフォト企画,七尾企画,ネイチャープロ,奥山　久のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
ＮＮＰ,アルスフォト企画については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第３編 かたつむりの　ひみつ  1985年6月発行

写真

1153 くろっぽいふん
ＮＮＰ,アルスフォト企画,七尾企画,ネイチャープロ,奥山　久のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
ＮＮＰ,アルスフォト企画については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第３編 かたつむりの　ひみつ  1985年6月発行

写真

1154 ごはん
ＮＮＰ,アルスフォト企画,七尾企画,ネイチャープロ,奥山　久のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
ＮＮＰ,アルスフォト企画については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第３編 かたつむりの　ひみつ  1985年6月発行

写真

1155 さとうやしおのわ
ＮＮＰ,アルスフォト企画,七尾企画,ネイチャープロ,奥山　久のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
ＮＮＰ,アルスフォト企画については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第３編 かたつむりの　ひみつ  1985年6月発行

写真

1156 しろいふん
ＮＮＰ,アルスフォト企画,七尾企画,ネイチャープロ,奥山　久のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
ＮＮＰ,アルスフォト企画については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第３編 かたつむりの　ひみつ  1985年6月発行

写真

1157 とまと
ＮＮＰ,アルスフォト企画,七尾企画,ネイチャープロ,奥山　久のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
ＮＮＰ,アルスフォト企画については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第３編 かたつむりの　ひみつ  1985年6月発行

写真

1158 とまととごはん
ＮＮＰ,アルスフォト企画,七尾企画,ネイチャープロ,奥山　久のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
ＮＮＰ,アルスフォト企画については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第３編 かたつむりの　ひみつ  1985年6月発行

写真

1159 トマト畑
ＮＮＰ,アルスフォト企画,七尾企画,ネイチャープロ,奥山　久のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
ＮＮＰ,アルスフォト企画については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第３編 かたつむりの　ひみつ  1985年6月発行

写真

1160 ブロック
ＮＮＰ,アルスフォト企画,七尾企画,ネイチャープロ,奥山　久のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
ＮＮＰ,アルスフォト企画については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第３編 かたつむりの　ひみつ  1985年6月発行

写真

1161 ほうれんそう
ＮＮＰ,アルスフォト企画,七尾企画,ネイチャープロ,奥山　久のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
ＮＮＰ,アルスフォト企画については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第３編 かたつむりの　ひみつ  1985年6月発行

写真

1162 まっちぼう
ＮＮＰ,アルスフォト企画,七尾企画,ネイチャープロ,奥山　久のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
ＮＮＰ,アルスフォト企画については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第３編 かたつむりの　ひみつ  1985年6月発行

写真
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1163 みどりいろのふん
ＮＮＰ,アルスフォト企画,七尾企画,ネイチャープロ,奥山　久のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
ＮＮＰ,アルスフォト企画については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第３編 かたつむりの　ひみつ  1985年6月発行

写真

1164 むし
ＮＮＰ,アルスフォト企画,七尾企画,ネイチャープロ,奥山　久のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
ＮＮＰ,アルスフォト企画については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第３編 かたつむりの　ひみつ  1985年6月発行

写真

1165 メロン畑
ＮＮＰ,アルスフォト企画,七尾企画,ネイチャープロ,奥山　久のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
ＮＮＰ,アルスフォト企画については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第３編 かたつむりの　ひみつ  1985年6月発行

写真

1166 手
ＮＮＰ,アルスフォト企画,七尾企画,ネイチャープロ,奥山　久のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
ＮＮＰ,アルスフォト企画については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第３編 かたつむりの　ひみつ  1985年6月発行

写真

1167 色鉛筆
ＮＮＰ,アルスフォト企画,七尾企画,ネイチャープロ,奥山　久のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
ＮＮＰ,アルスフォト企画については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第３編 かたつむりの　ひみつ  1985年6月発行

写真

1168 ケーキ
山本明義,ボンカラー,カメラ東京サービスのいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし山本明義について
は二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第３編 かたつむりの　ひみつ  1985年6月発行

写真

1169 下段さくらんぼ
山本明義,ボンカラー,カメラ東京サービスのいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし山本明義について
は二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第３編 かたつむりの　ひみつ  1985年6月発行

写真

1170 上段さくらんぼ
山本明義,ボンカラー,カメラ東京サービスのいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただし山本明義について
は二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第３編 かたつむりの　ひみつ  1985年6月発行

写真

1171 あまいクッキー
ＮＮＰ,七尾企画,ネイチャープロ,小野里 善夫のいずれかの著作物
と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについて
は二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第４編 あなぼこ　みーつけた！！  1985年7月発行

写真

1172 あめだま
ＮＮＰ,七尾企画,ネイチャープロ,小野里 善夫のいずれかの著作物
と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについて
は二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第４編 あなぼこ　みーつけた！！  1985年7月発行

写真

1173 あり
ＮＮＰ,七尾企画,ネイチャープロ,小野里 善夫のいずれかの著作物
と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについて
は二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第４編 あなぼこ　みーつけた！！  1985年7月発行

写真

1174 あり
ＮＮＰ,七尾企画,ネイチャープロ,小野里 善夫のいずれかの著作物
と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについて
は二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第４編 あなぼこ　みーつけた！！  1985年7月発行

写真

1175 ありのす
ＮＮＰ,七尾企画,ネイチャープロ,小野里 善夫のいずれかの著作物
と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについて
は二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第４編 あなぼこ　みーつけた！！  1985年7月発行

写真

1176 かぶとむし
ＮＮＰ,七尾企画,ネイチャープロ,小野里 善夫のいずれかの著作物
と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについて
は二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第４編 あなぼこ　みーつけた！！  1985年7月発行

写真
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1177 かまきり
ＮＮＰ,七尾企画,ネイチャープロ,小野里 善夫のいずれかの著作物
と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについて
は二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第４編 あなぼこ　みーつけた！！  1985年7月発行

写真

1178 かみきりむし
ＮＮＰ,七尾企画,ネイチャープロ,小野里 善夫のいずれかの著作物
と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについて
は二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第４編 あなぼこ　みーつけた！！  1985年7月発行

写真

1179 くわがた
ＮＮＰ,七尾企画,ネイチャープロ,小野里 善夫のいずれかの著作物
と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについて
は二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第４編 あなぼこ　みーつけた！！  1985年7月発行

写真

1180 こどもたち
ＮＮＰ,七尾企画,ネイチャープロ,小野里 善夫のいずれかの著作物
と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについて
は二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第４編 あなぼこ　みーつけた！！  1985年7月発行

写真

1181 さとう
ＮＮＰ,七尾企画,ネイチャープロ,小野里 善夫のいずれかの著作物
と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについて
は二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第４編 あなぼこ　みーつけた！！  1985年7月発行

写真

1182 ざりがに
ＮＮＰ,七尾企画,ネイチャープロ,小野里 善夫のいずれかの著作物
と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについて
は二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第４編 あなぼこ　みーつけた！！  1985年7月発行

写真

1183 ざりがに大
ＮＮＰ,七尾企画,ネイチャープロ,小野里 善夫のいずれかの著作物
と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについて
は二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第４編 あなぼこ　みーつけた！！  1985年7月発行

写真

1184 しお
ＮＮＰ,七尾企画,ネイチャープロ,小野里 善夫のいずれかの著作物
と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについて
は二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第４編 あなぼこ　みーつけた！！  1985年7月発行

写真

1185 ジュース
ＮＮＰ,七尾企画,ネイチャープロ,小野里 善夫のいずれかの著作物
と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについて
は二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第４編 あなぼこ　みーつけた！！  1985年7月発行

写真

1186 すいかとかぶとむし
ＮＮＰ,七尾企画,ネイチャープロ,小野里 善夫のいずれかの著作物
と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについて
は二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第４編 あなぼこ　みーつけた！！  1985年7月発行

写真

1187 ぼうとかぶとむし
ＮＮＰ,七尾企画,ネイチャープロ,小野里 善夫のいずれかの著作物
と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについて
は二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第４編 あなぼこ　みーつけた！！  1985年7月発行

写真

1188 むし
ＮＮＰ,七尾企画,ネイチャープロ,小野里 善夫のいずれかの著作物
と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについて
は二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第４編 あなぼこ　みーつけた！！  1985年7月発行

写真

1189 段ボール
ＮＮＰ,七尾企画,ネイチャープロ,小野里 善夫のいずれかの著作物
と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについて
は二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第４編 あなぼこ　みーつけた！！  1985年7月発行

写真

1190 土
ＮＮＰ,七尾企画,ネイチャープロ,小野里 善夫のいずれかの著作物
と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについて
は二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第４編 あなぼこ　みーつけた！！  1985年7月発行

写真
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1191 幼虫　右
ＮＮＰ,七尾企画,ネイチャープロ,小野里 善夫のいずれかの著作物
と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについて
は二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第４編 あなぼこ　みーつけた！！  1985年7月発行

写真

1192 幼虫　左
ＮＮＰ,七尾企画,ネイチャープロ,小野里 善夫のいずれかの著作物
と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰについて
は二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第４編 あなぼこ　みーつけた！！  1985年7月発行

写真

1193 かまきり
ＮＮＰ,渡部　洋のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定
ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第４編 あなぼこ　みーつけた！！  1985年7月発行

写真

1194 だんごむし
ＮＮＰ,渡部　洋のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定
ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第４編 あなぼこ　みーつけた！！  1985年7月発行

写真

1195 ふうせん
ＮＮＰ,渡部　洋のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定
ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第４編 あなぼこ　みーつけた！！  1985年7月発行

写真

1196 カップアイス
樋上晴彦,山本明義,渡部　洋のいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただし樋上晴彦,山本明義については
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第４編 あなぼこ　みーつけた！！  1985年7月発行

写真

1197 カップアイスのふた
樋上晴彦,山本明義,渡部　洋のいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただし樋上晴彦,山本明義については
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第４編 あなぼこ　みーつけた！！  1985年7月発行

写真

1198 コーンアイス
樋上晴彦,山本明義,渡部　洋のいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただし樋上晴彦,山本明義については
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第４編 あなぼこ　みーつけた！！  1985年7月発行

写真

1199 なにかがでてくるよ
樋上晴彦,山本明義,渡部　洋のいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただし樋上晴彦,山本明義については
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第４編 あなぼこ　みーつけた！！  1985年7月発行

写真

1200 わあおばけそふとがでてきた
樋上晴彦,山本明義,渡部　洋のいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただし樋上晴彦,山本明義については
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第４編 あなぼこ　みーつけた！！  1985年7月発行

写真

1201 アイス
ＰＰＳ,ユニフォト,ボンカラー,オリオンプレスのいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＰＰＳについ
ては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第６編 スペースシャトルの　たび  1985年9月発行

写真

1202 うちゅう服
ＰＰＳ,ユニフォト,ボンカラー,オリオンプレスのいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＰＰＳについ
ては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第６編 スペースシャトルの　たび  1985年9月発行

写真

1203 うちゅう服
ＰＰＳ,ユニフォト,ボンカラー,オリオンプレスのいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＰＰＳについ
ては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第６編 スペースシャトルの　たび  1985年9月発行

写真

1204 スペースシャトル
ＰＰＳ,ユニフォト,ボンカラー,オリオンプレスのいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＰＰＳについ
ては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第６編 スペースシャトルの　たび  1985年9月発行

写真
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1205 スペースシャトル
ＰＰＳ,ユニフォト,ボンカラー,オリオンプレスのいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＰＰＳについ
ては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第６編 スペースシャトルの　たび  1985年9月発行

写真

1206 スペースシャトル
ＰＰＳ,ユニフォト,ボンカラー,オリオンプレスのいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＰＰＳについ
ては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第６編 スペースシャトルの　たび  1985年9月発行

写真

1207 スペースシャトル２台
ＰＰＳ,ユニフォト,ボンカラー,オリオンプレスのいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＰＰＳについ
ては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第６編 スペースシャトルの　たび  1985年9月発行

写真

1208 たべもの
ＰＰＳ,ユニフォト,ボンカラー,オリオンプレスのいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＰＰＳについ
ては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第６編 スペースシャトルの　たび  1985年9月発行

写真

1209 たまご
ＰＰＳ,ユニフォト,ボンカラー,オリオンプレスのいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＰＰＳについ
ては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第６編 スペースシャトルの　たび  1985年9月発行

写真

1210 にもつをつむ場所
ＰＰＳ,ユニフォト,ボンカラー,オリオンプレスのいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＰＰＳについ
ては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第６編 スペースシャトルの　たび  1985年9月発行

写真

1211 ろうそく
ＰＰＳ,ユニフォト,ボンカラー,オリオンプレスのいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＰＰＳについ
ては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第６編 スペースシャトルの　たび  1985年9月発行

写真

1212 宇宙ステーション
ＰＰＳ,ユニフォト,ボンカラー,オリオンプレスのいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＰＰＳについ
ては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第６編 スペースシャトルの　たび  1985年9月発行

写真

1213 人
ＰＰＳ,ユニフォト,ボンカラー,オリオンプレスのいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＰＰＳについ
ては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第６編 スペースシャトルの　たび  1985年9月発行

写真

1214 人
ＰＰＳ,ユニフォト,ボンカラー,オリオンプレスのいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＰＰＳについ
ては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第６編 スペースシャトルの　たび  1985年9月発行

写真

1215 人
ＰＰＳ,ユニフォト,ボンカラー,オリオンプレスのいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＰＰＳについ
ては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第６編 スペースシャトルの　たび  1985年9月発行

写真

1216 水のあわ
ＰＰＳ,ユニフォト,ボンカラー,オリオンプレスのいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＰＰＳについ
ては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第６編 スペースシャトルの　たび  1985年9月発行

写真

1217 地球
ＰＰＳ,ユニフォト,ボンカラー,オリオンプレスのいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＰＰＳについ
ては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第６編 スペースシャトルの　たび  1985年9月発行

写真

1218 地球
ＰＰＳ,ユニフォト,ボンカラー,オリオンプレスのいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＰＰＳについ
ては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第６編 スペースシャトルの　たび  1985年9月発行

写真
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1219 燃料タンク
ＰＰＳ,ユニフォト,ボンカラー,オリオンプレスのいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＰＰＳについ
ては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第６編 スペースシャトルの　たび  1985年9月発行

写真

1220 こどもたち
山崎　哲,テクニカのいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第１２編 ひなまつり・おおきくなった  1986年3月発
行

写真

1221 こどもたち
山崎　哲,テクニカのいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４０集
第１２編 ひなまつり・おおきくなった  1986年3月発
行

写真

1222 あかい　ほくろよ
ＮＮＰ,七尾企画,ボンカラー,ネイチャープロ,奥山　久のいずれか
の著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１編 てんとうむし  1986年4月発行

写真

1223 あかつめくさ
ＮＮＰ,七尾企画,ボンカラー,ネイチャープロ,奥山　久のいずれか
の著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１編 てんとうむし  1986年4月発行

写真

1224 あかはなのトナカイみたいでしょ
ＮＮＰ,七尾企画,ボンカラー,ネイチャープロ,奥山　久のいずれか
の著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１編 てんとうむし  1986年4月発行

写真

1225 イヤリングになっちゃった
ＮＮＰ,七尾企画,ボンカラー,ネイチャープロ,奥山　久のいずれか
の著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１編 てんとうむし  1986年4月発行

写真

1226 うえにむけると、
ＮＮＰ,七尾企画,ボンカラー,ネイチャープロ,奥山　久のいずれか
の著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１編 てんとうむし  1986年4月発行

写真

1227 うっふっふ
ＮＮＰ,七尾企画,ボンカラー,ネイチャープロ,奥山　久のいずれか
の著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１編 てんとうむし  1986年4月発行

写真

1228 おやおやうさぎのかおみたい
ＮＮＰ,七尾企画,ボンカラー,ネイチャープロ,奥山　久のいずれか
の著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１編 てんとうむし  1986年4月発行

写真

1229 したにむけると
ＮＮＰ,七尾企画,ボンカラー,ネイチャープロ,奥山　久のいずれか
の著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１編 てんとうむし  1986年4月発行

写真

1230 たんぽぽてんとうむし
ＮＮＰ,七尾企画,ボンカラー,ネイチャープロ,奥山　久のいずれか
の著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１編 てんとうむし  1986年4月発行

写真

1231 ななめにすると…
ＮＮＰ,七尾企画,ボンカラー,ネイチャープロ,奥山　久のいずれか
の著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１編 てんとうむし  1986年4月発行

写真

1232 なのはな
ＮＮＰ,七尾企画,ボンカラー,ネイチャープロ,奥山　久のいずれか
の著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１編 てんとうむし  1986年4月発行

写真
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1233 なのはな
ＮＮＰ,七尾企画,ボンカラー,ネイチャープロ,奥山　久のいずれか
の著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１編 てんとうむし  1986年4月発行

写真

1234 ばら
ＮＮＰ,七尾企画,ボンカラー,ネイチャープロ,奥山　久のいずれか
の著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１編 てんとうむし  1986年4月発行

写真

1235 ほひょ！
ＮＮＰ,七尾企画,ボンカラー,ネイチャープロ,奥山　久のいずれか
の著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１編 てんとうむし  1986年4月発行

写真

1236 ミニかいじゅう
ＮＮＰ,七尾企画,ボンカラー,ネイチャープロ,奥山　久のいずれか
の著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１編 てんとうむし  1986年4月発行

写真

1237 むずむずくしゃみがでそうだよ
ＮＮＰ,七尾企画,ボンカラー,ネイチャープロ,奥山　久のいずれか
の著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１編 てんとうむし  1986年4月発行

写真

1238 わぁ、こっちだった
ＮＮＰ,七尾企画,ボンカラー,ネイチャープロ,奥山　久のいずれか
の著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１編 てんとうむし  1986年4月発行

写真

1239 おんなのこ
山崎　哲,荒井正博のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第２編 おかあさん  1986年5月発行

写真

1240 ぎょうざ
山崎　哲,荒井正博のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第２編 おかあさん  1986年5月発行

写真

1241 こんなにいろいろなどうぐを使うの
は

山崎　哲,荒井正博のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第２編 おかあさん  1986年5月発行

写真

1242 ナポリタン
山崎　哲,荒井正博のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第２編 おかあさん  1986年5月発行

写真

1243 ハンバーグ
山崎　哲,荒井正博のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第２編 おかあさん  1986年5月発行

写真

1244 ぶたにく
山崎　哲,荒井正博のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第２編 おかあさん  1986年5月発行

写真

1245 ホットケーキ
山崎　哲,荒井正博のいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第２編 おかあさん  1986年5月発行

写真

1246 あめっていいな！
塚本　治弘,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただし塚本　治弘については二次使用
許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第３編 あめの　ひみつ  1986年6月発行

写真
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1247 おっと　あぶない
塚本　治弘,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただし塚本　治弘については二次使用
許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第３編 あめの　ひみつ  1986年6月発行

写真

1248 かたつむり
塚本　治弘,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただし塚本　治弘については二次使用
許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第３編 あめの　ひみつ  1986年6月発行

写真

1249 てんとうむし
塚本　治弘,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただし塚本　治弘については二次使用
許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第３編 あめの　ひみつ  1986年6月発行

写真

1250 とんぼ
塚本　治弘,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただし塚本　治弘については二次使用
許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第３編 あめの　ひみつ  1986年6月発行

写真

1251 ぼく！あまがえる
塚本　治弘,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただし塚本　治弘については二次使用
許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第３編 あめの　ひみつ  1986年6月発行

写真

1252 もんしろちょう
塚本　治弘,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただし塚本　治弘については二次使用
許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第３編 あめの　ひみつ  1986年6月発行

写真

1253 雲　下段
塚本　治弘,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただし塚本　治弘については二次使用
許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第３編 あめの　ひみつ  1986年6月発行

写真

1254 雲　上段
塚本　治弘,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただし塚本　治弘については二次使用
許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第３編 あめの　ひみつ  1986年6月発行

写真

1255 雲　中段
塚本　治弘,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただし塚本　治弘については二次使用
許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第３編 あめの　ひみつ  1986年6月発行

写真

1256 下段右はっぱ
塚本　治弘,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただし塚本　治弘については二次使用
許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第３編 あめの　ひみつ  1986年6月発行

写真

1257 下段左しずく
塚本　治弘,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただし塚本　治弘については二次使用
許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第３編 あめの　ひみつ  1986年6月発行

写真

1258 空
塚本　治弘,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただし塚本　治弘については二次使用
許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第３編 あめの　ひみつ  1986年6月発行

写真

1259 上段　はっぱ
塚本　治弘,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただし塚本　治弘については二次使用
許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第３編 あめの　ひみつ  1986年6月発行

写真

1260 蜘蛛の巣
塚本　治弘,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただし塚本　治弘については二次使用
許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第３編 あめの　ひみつ  1986年6月発行

写真
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1261 中段　はっぱ
塚本　治弘,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著
作者の特定ができず不明。ただし塚本　治弘については二次使用
許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第３編 あめの　ひみつ  1986年6月発行

写真

1262 くわがた
ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第４編 カレーライスを　つくろう  1986年7月発行

写真

1263 ばった
ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第４編 カレーライスを　つくろう  1986年7月発行

写真

1264 むし
ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第４編 カレーライスを　つくろう  1986年7月発行

写真

1265 下段蚊
ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第４編 カレーライスを　つくろう  1986年7月発行

写真

1266 蚊
ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第４編 カレーライスを　つくろう  1986年7月発行

写真

1267 上段蚊
ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第４編 カレーライスを　つくろう  1986年7月発行

写真

1268 蝶
ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第４編 カレーライスを　つくろう  1986年7月発行

写真

1269 かぶとむし
ファインフォト,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われる
が著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第５編 なつ・だいすき！  1986年8月発行

写真

1270 森
ファインフォト,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われる
が著作者の特定ができず不明。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第５編 なつ・だいすき！  1986年8月発行

写真

1271 かいじゅう

ボルボックス,岩合写真事務所,オリオンプレス,ネイチャープロの
いずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただ
しボルボックス,岩合写真事務所については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第５編 なつ・だいすき！  1986年8月発行

写真

1272 ぞう

ボルボックス,岩合写真事務所,オリオンプレス,ネイチャープロの
いずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただ
しボルボックス,岩合写真事務所については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第５編 なつ・だいすき！  1986年8月発行

写真

1273 海

ボルボックス,岩合写真事務所,オリオンプレス,ネイチャープロの
いずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただ
しボルボックス,岩合写真事務所については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第５編 なつ・だいすき！  1986年8月発行

写真

1274 砂

ボルボックス,岩合写真事務所,オリオンプレス,ネイチャープロの
いずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただ
しボルボックス,岩合写真事務所については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第５編 なつ・だいすき！  1986年8月発行

写真
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1275 森

ボルボックス,岩合写真事務所,オリオンプレス,ネイチャープロの
いずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただ
しボルボックス,岩合写真事務所については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第５編 なつ・だいすき！  1986年8月発行

写真

1276 あかりんご
小池洋男,ボンカラー,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし小池洋男につ
いては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第７編 りんごクイズ  1986年10月発行

写真

1277 あかりんごあおりんご
小池洋男,ボンカラー,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし小池洋男につ
いては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第７編 りんごクイズ  1986年10月発行

写真

1278 あき
小池洋男,ボンカラー,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし小池洋男につ
いては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第７編 りんごクイズ  1986年10月発行

写真

1279 おおきくそだって
小池洋男,ボンカラー,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし小池洋男につ
いては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第７編 りんごクイズ  1986年10月発行

写真

1280 おんなのこ
小池洋男,ボンカラー,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし小池洋男につ
いては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第７編 りんごクイズ  1986年10月発行

写真

1281 おんなのこ
小池洋男,ボンカラー,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし小池洋男につ
いては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第７編 りんごクイズ  1986年10月発行

写真

1282 かごとりんご
小池洋男,ボンカラー,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし小池洋男につ
いては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第７編 りんごクイズ  1986年10月発行

写真

1283 こどもたち
小池洋男,ボンカラー,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし小池洋男につ
いては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第７編 りんごクイズ  1986年10月発行

写真

1284 せみ
小池洋男,ボンカラー,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし小池洋男につ
いては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第７編 りんごクイズ  1986年10月発行

写真

1285 せみがたまごをうみつけたあと
小池洋男,ボンカラー,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし小池洋男につ
いては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第７編 りんごクイズ  1986年10月発行

写真

1286 なつ
小池洋男,ボンカラー,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし小池洋男につ
いては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第７編 りんごクイズ  1986年10月発行

写真

1287 はちとはな
小池洋男,ボンカラー,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし小池洋男につ
いては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第７編 りんごクイズ  1986年10月発行

写真

1288 はっぱ
小池洋男,ボンカラー,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし小池洋男につ
いては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第７編 りんごクイズ  1986年10月発行

写真
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1289 はながちったあと
小池洋男,ボンカラー,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし小池洋男につ
いては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第７編 りんごクイズ  1986年10月発行

写真

1290 ふゆ
小池洋男,ボンカラー,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし小池洋男につ
いては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第７編 りんごクイズ  1986年10月発行

写真

1291 みがおもくなってぶらさがり
小池洋男,ボンカラー,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし小池洋男につ
いては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第７編 りんごクイズ  1986年10月発行

写真

1292 りんご
小池洋男,ボンカラー,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし小池洋男につ
いては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第７編 りんごクイズ  1986年10月発行

写真

1293 りんごあめ
小池洋男,ボンカラー,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし小池洋男につ
いては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第７編 りんごクイズ  1986年10月発行

写真

1294 りんごクイズ
小池洋男,ボンカラー,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし小池洋男につ
いては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第７編 りんごクイズ  1986年10月発行

写真

1295 りんごクイズの答えはこの裏に
小池洋男,ボンカラー,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし小池洋男につ
いては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第７編 りんごクイズ  1986年10月発行

写真

1296 りんごサラダ
小池洋男,ボンカラー,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし小池洋男につ
いては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第７編 りんごクイズ  1986年10月発行

写真

1297 りんごジュース
小池洋男,ボンカラー,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし小池洋男につ
いては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第７編 りんごクイズ  1986年10月発行

写真

1298 りんごにお顔
小池洋男,ボンカラー,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし小池洋男につ
いては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第７編 りんごクイズ  1986年10月発行

写真

1299 りんごのしんくりぬく
小池洋男,ボンカラー,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし小池洋男につ
いては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第７編 りんごクイズ  1986年10月発行

写真

1300 りんごの花の木
小池洋男,ボンカラー,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし小池洋男につ
いては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第７編 りんごクイズ  1986年10月発行

写真

1301 リンゴの木
小池洋男,ボンカラー,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし小池洋男につ
いては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第７編 りんごクイズ  1986年10月発行

写真

1302 リンゴムースとりんごチップス
小池洋男,ボンカラー,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし小池洋男につ
いては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第７編 りんごクイズ  1986年10月発行

写真
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1303 りんご新聞
小池洋男,ボンカラー,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし小池洋男につ
いては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第７編 りんごクイズ  1986年10月発行

写真

1304 りんご断面
小池洋男,ボンカラー,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし小池洋男につ
いては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第７編 りんごクイズ  1986年10月発行

写真

1305 りんご断面
小池洋男,ボンカラー,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし小池洋男につ
いては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第７編 りんごクイズ  1986年10月発行

写真

1306 りんご複数
小池洋男,ボンカラー,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし小池洋男につ
いては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第７編 りんごクイズ  1986年10月発行

写真

1307 りんご複数
小池洋男,ボンカラー,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし小池洋男につ
いては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第７編 りんごクイズ  1986年10月発行

写真

1308 花
小池洋男,ボンカラー,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの著作
物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし小池洋男につ
いては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第７編 りんごクイズ  1986年10月発行

写真

1309 おいたひも氷
ＮＮＰ,山本紀之,ボンカラー,竹下幸也写真事務所,ジェイ・オーの
いずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただ
しＮＮＰ,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１１編 ゆきと　こおりの　なぜなぜ  1987年2月発
行

写真

1310 おちょこ氷
ＮＮＰ,山本紀之,ボンカラー,竹下幸也写真事務所,ジェイ・オーの
いずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただ
しＮＮＰ,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１１編 ゆきと　こおりの　なぜなぜ  1987年2月発
行

写真

1311 かき氷
ＮＮＰ,山本紀之,ボンカラー,竹下幸也写真事務所,ジェイ・オーの
いずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただ
しＮＮＰ,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１１編 ゆきと　こおりの　なぜなぜ  1987年2月発
行

写真

1312 かまくら
ＮＮＰ,山本紀之,ボンカラー,竹下幸也写真事務所,ジェイ・オーの
いずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただ
しＮＮＰ,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１１編 ゆきと　こおりの　なぜなぜ  1987年2月発
行

写真

1313 くりっぷ
ＮＮＰ,山本紀之,ボンカラー,竹下幸也写真事務所,ジェイ・オーの
いずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただ
しＮＮＰ,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１１編 ゆきと　こおりの　なぜなぜ  1987年2月発
行

写真

1314 こおり
ＮＮＰ,山本紀之,ボンカラー,竹下幸也写真事務所,ジェイ・オーの
いずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただ
しＮＮＰ,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１１編 ゆきと　こおりの　なぜなぜ  1987年2月発
行

写真

1315 こおり
ＮＮＰ,山本紀之,ボンカラー,竹下幸也写真事務所,ジェイ・オーの
いずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただ
しＮＮＰ,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１１編 ゆきと　こおりの　なぜなぜ  1987年2月発
行

写真

1316 こおりとこおりがくっついた
ＮＮＰ,山本紀之,ボンカラー,竹下幸也写真事務所,ジェイ・オーの
いずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただ
しＮＮＰ,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１１編 ゆきと　こおりの　なぜなぜ  1987年2月発
行

写真
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1317 コップ２個右
ＮＮＰ,山本紀之,ボンカラー,竹下幸也写真事務所,ジェイ・オーの
いずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただ
しＮＮＰ,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１１編 ゆきと　こおりの　なぜなぜ  1987年2月発
行

写真

1318 コップ２個左
ＮＮＰ,山本紀之,ボンカラー,竹下幸也写真事務所,ジェイ・オーの
いずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただ
しＮＮＰ,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１１編 ゆきと　こおりの　なぜなぜ  1987年2月発
行

写真

1319 すいそう
ＮＮＰ,山本紀之,ボンカラー,竹下幸也写真事務所,ジェイ・オーの
いずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただ
しＮＮＰ,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１１編 ゆきと　こおりの　なぜなぜ  1987年2月発
行

写真

1320 たまごぱっく
ＮＮＰ,山本紀之,ボンカラー,竹下幸也写真事務所,ジェイ・オーの
いずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただ
しＮＮＰ,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１１編 ゆきと　こおりの　なぜなぜ  1987年2月発
行

写真

1321 つらら
ＮＮＰ,山本紀之,ボンカラー,竹下幸也写真事務所,ジェイ・オーの
いずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただ
しＮＮＰ,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１１編 ゆきと　こおりの　なぜなぜ  1987年2月発
行

写真

1322 バケツ
ＮＮＰ,山本紀之,ボンカラー,竹下幸也写真事務所,ジェイ・オーの
いずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただ
しＮＮＰ,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１１編 ゆきと　こおりの　なぜなぜ  1987年2月発
行

写真

1323 パッチーン
ＮＮＰ,山本紀之,ボンカラー,竹下幸也写真事務所,ジェイ・オーの
いずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただ
しＮＮＰ,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１１編 ゆきと　こおりの　なぜなぜ  1987年2月発
行

写真

1324 ピーマン氷
ＮＮＰ,山本紀之,ボンカラー,竹下幸也写真事務所,ジェイ・オーの
いずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただ
しＮＮＰ,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１１編 ゆきと　こおりの　なぜなぜ  1987年2月発
行

写真

1325 ペンギン
ＮＮＰ,山本紀之,ボンカラー,竹下幸也写真事務所,ジェイ・オーの
いずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただ
しＮＮＰ,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１１編 ゆきと　こおりの　なぜなぜ  1987年2月発
行

写真

1326 ゆきだるま
ＮＮＰ,山本紀之,ボンカラー,竹下幸也写真事務所,ジェイ・オーの
いずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただ
しＮＮＰ,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１１編 ゆきと　こおりの　なぜなぜ  1987年2月発
行

写真

1327 黄色コップ右
ＮＮＰ,山本紀之,ボンカラー,竹下幸也写真事務所,ジェイ・オーの
いずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただ
しＮＮＰ,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１１編 ゆきと　こおりの　なぜなぜ  1987年2月発
行

写真

1328 黄色コップ左
ＮＮＰ,山本紀之,ボンカラー,竹下幸也写真事務所,ジェイ・オーの
いずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただ
しＮＮＰ,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１１編 ゆきと　こおりの　なぜなぜ  1987年2月発
行

写真

1329 下段コップ
ＮＮＰ,山本紀之,ボンカラー,竹下幸也写真事務所,ジェイ・オーの
いずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただ
しＮＮＰ,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１１編 ゆきと　こおりの　なぜなぜ  1987年2月発
行

写真

1330 下段積雪
ＮＮＰ,山本紀之,ボンカラー,竹下幸也写真事務所,ジェイ・オーの
いずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただ
しＮＮＰ,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１１編 ゆきと　こおりの　なぜなぜ  1987年2月発
行

写真
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1331 花こおり
ＮＮＰ,山本紀之,ボンカラー,竹下幸也写真事務所,ジェイ・オーの
いずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただ
しＮＮＰ,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１１編 ゆきと　こおりの　なぜなぜ  1987年2月発
行

写真

1332 海
ＮＮＰ,山本紀之,ボンカラー,竹下幸也写真事務所,ジェイ・オーの
いずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただ
しＮＮＰ,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１１編 ゆきと　こおりの　なぜなぜ  1987年2月発
行

写真

1333 手形氷
ＮＮＰ,山本紀之,ボンカラー,竹下幸也写真事務所,ジェイ・オーの
いずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただ
しＮＮＰ,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１１編 ゆきと　こおりの　なぜなぜ  1987年2月発
行

写真

1334 上段コップ
ＮＮＰ,山本紀之,ボンカラー,竹下幸也写真事務所,ジェイ・オーの
いずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただ
しＮＮＰ,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１１編 ゆきと　こおりの　なぜなぜ  1987年2月発
行

写真

1335 上段積雪
ＮＮＰ,山本紀之,ボンカラー,竹下幸也写真事務所,ジェイ・オーの
いずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただ
しＮＮＰ,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１１編 ゆきと　こおりの　なぜなぜ  1987年2月発
行

写真

1336 人
ＮＮＰ,山本紀之,ボンカラー,竹下幸也写真事務所,ジェイ・オーの
いずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただ
しＮＮＰ,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１１編 ゆきと　こおりの　なぜなぜ  1987年2月発
行

写真

1337 積雪
ＮＮＰ,山本紀之,ボンカラー,竹下幸也写真事務所,ジェイ・オーの
いずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただ
しＮＮＰ,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１１編 ゆきと　こおりの　なぜなぜ  1987年2月発
行

写真

1338 雪うさぎ
ＮＮＰ,山本紀之,ボンカラー,竹下幸也写真事務所,ジェイ・オーの
いずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただ
しＮＮＰ,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１１編 ゆきと　こおりの　なぜなぜ  1987年2月発
行

写真

1339 雪まつり
ＮＮＰ,山本紀之,ボンカラー,竹下幸也写真事務所,ジェイ・オーの
いずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただ
しＮＮＰ,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１１編 ゆきと　こおりの　なぜなぜ  1987年2月発
行

写真

1340 中段コップ
ＮＮＰ,山本紀之,ボンカラー,竹下幸也写真事務所,ジェイ・オーの
いずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただ
しＮＮＰ,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１１編 ゆきと　こおりの　なぜなぜ  1987年2月発
行

写真

1341 中段積雪
ＮＮＰ,山本紀之,ボンカラー,竹下幸也写真事務所,ジェイ・オーの
いずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただ
しＮＮＰ,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１１編 ゆきと　こおりの　なぜなぜ  1987年2月発
行

写真

1342 氷がつれた
ＮＮＰ,山本紀之,ボンカラー,竹下幸也写真事務所,ジェイ・オーの
いずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただ
しＮＮＰ,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１１編 ゆきと　こおりの　なぜなぜ  1987年2月発
行

写真

1343 棒こおり
ＮＮＰ,山本紀之,ボンカラー,竹下幸也写真事務所,ジェイ・オーの
いずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただ
しＮＮＰ,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１１編 ゆきと　こおりの　なぜなぜ  1987年2月発
行

写真

1344 木
ＮＮＰ,山本紀之,ボンカラー,竹下幸也写真事務所,ジェイ・オーの
いずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただ
しＮＮＰ,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１１編 ゆきと　こおりの　なぜなぜ  1987年2月発
行

写真
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1345 おだいりさま
ＮＮＰ,久保秀一,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,久保秀一
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１２編 たんぽぽ  1987年3月発行

写真

1346 おだんご
ＮＮＰ,久保秀一,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,久保秀一
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１２編 たんぽぽ  1987年3月発行

写真

1347 おとこのこ
ＮＮＰ,久保秀一,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,久保秀一
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１２編 たんぽぽ  1987年3月発行

写真

1348 おとこのこ
ＮＮＰ,久保秀一,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,久保秀一
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１２編 たんぽぽ  1987年3月発行

写真

1349 おひさま
ＮＮＰ,久保秀一,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,久保秀一
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１２編 たんぽぽ  1987年3月発行

写真

1350 おひなさま
ＮＮＰ,久保秀一,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,久保秀一
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１２編 たんぽぽ  1987年3月発行

写真

1351 きのうえ
ＮＮＰ,久保秀一,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,久保秀一
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１２編 たんぽぽ  1987年3月発行

写真

1352 きょうりゅう
ＮＮＰ,久保秀一,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,久保秀一
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１２編 たんぽぽ  1987年3月発行

写真

1353 くも
ＮＮＰ,久保秀一,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,久保秀一
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１２編 たんぽぽ  1987年3月発行

写真

1354 コップに入ったたんぽぽ
ＮＮＰ,久保秀一,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,久保秀一
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１２編 たんぽぽ  1987年3月発行

写真

1355 こども
ＮＮＰ,久保秀一,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,久保秀一
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１２編 たんぽぽ  1987年3月発行

写真

1356 せろのなか
ＮＮＰ,久保秀一,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,久保秀一
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１２編 たんぽぽ  1987年3月発行

写真

1357 たんぽぽ
ＮＮＰ,久保秀一,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,久保秀一
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１２編 たんぽぽ  1987年3月発行

写真

1358 たんぽぽ
ＮＮＰ,久保秀一,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,久保秀一
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１２編 たんぽぽ  1987年3月発行

写真
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1359 たんぽぽ
ＮＮＰ,久保秀一,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,久保秀一
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１２編 たんぽぽ  1987年3月発行

写真

1360 たんぽぽ
ＮＮＰ,久保秀一,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,久保秀一
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１２編 たんぽぽ  1987年3月発行

写真

1361 たんぽぽあいす
ＮＮＰ,久保秀一,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,久保秀一
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１２編 たんぽぽ  1987年3月発行

写真

1362 たんぽぽ顔
ＮＮＰ,久保秀一,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,久保秀一
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１２編 たんぽぽ  1987年3月発行

写真

1363 たんぽぽ顔
ＮＮＰ,久保秀一,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,久保秀一
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１２編 たんぽぽ  1987年3月発行

写真

1364 たんぽぽ顔
ＮＮＰ,久保秀一,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,久保秀一
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１２編 たんぽぽ  1987年3月発行

写真

1365 ちょう
ＮＮＰ,久保秀一,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,久保秀一
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１２編 たんぽぽ  1987年3月発行

写真

1366 つぼみ
ＮＮＰ,久保秀一,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,久保秀一
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１２編 たんぽぽ  1987年3月発行

写真

1367 なめくじ
ＮＮＰ,久保秀一,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,久保秀一
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１２編 たんぽぽ  1987年3月発行

写真

1368 ねがね
ＮＮＰ,久保秀一,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,久保秀一
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１２編 たんぽぽ  1987年3月発行

写真

1369 はっぱ
ＮＮＰ,久保秀一,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,久保秀一
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１２編 たんぽぽ  1987年3月発行

写真

1370 はっぱ切る
ＮＮＰ,久保秀一,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,久保秀一
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１２編 たんぽぽ  1987年3月発行

写真

1371 はなのてんぷら
ＮＮＰ,久保秀一,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,久保秀一
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１２編 たんぽぽ  1987年3月発行

写真

1372 ひとつめこぞう
ＮＮＰ,久保秀一,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,久保秀一
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１２編 たんぽぽ  1987年3月発行

写真
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1373 ヘッドフォーン
ＮＮＰ,久保秀一,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,久保秀一
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１２編 たんぽぽ  1987年3月発行

写真

1374 みつばち
ＮＮＰ,久保秀一,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,久保秀一
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１２編 たんぽぽ  1987年3月発行

写真

1375 わた
ＮＮＰ,久保秀一,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,久保秀一
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１２編 たんぽぽ  1987年3月発行

写真

1376 花
ＮＮＰ,久保秀一,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,久保秀一
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１２編 たんぽぽ  1987年3月発行

写真

1377 空
ＮＮＰ,久保秀一,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,久保秀一
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１２編 たんぽぽ  1987年3月発行

写真

1378 根っこ
ＮＮＰ,久保秀一,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,久保秀一
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１２編 たんぽぽ  1987年3月発行

写真

1379 綿毛
ＮＮＰ,久保秀一,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,久保秀一
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１２編 たんぽぽ  1987年3月発行

写真

1380 綿毛
ＮＮＰ,久保秀一,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,久保秀一
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１２編 たんぽぽ  1987年3月発行

写真

1381 綿毛小
ＮＮＰ,久保秀一,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,久保秀一
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１２編 たんぽぽ  1987年3月発行

写真

1382 綿毛大
ＮＮＰ,久保秀一,ネイチャープロ,奥山　久のいずれかの著作物と
思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,久保秀一
については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４１集
第１２編 たんぽぽ  1987年3月発行

写真

1383 あかくみのる

今森光彦,山本明義,ネイチャープロ,奥山　久,渡辺英雄,山崎　哲,
朝日建視のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず
不明。ただし今森光彦,山本明義については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第１編 いちご  1987年4月発行

写真

1384 いちご

今森光彦,山本明義,ネイチャープロ,奥山　久,渡辺英雄,山崎　哲,
朝日建視のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず
不明。ただし今森光彦,山本明義については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第１編 いちご  1987年4月発行

写真

1385 いちご

今森光彦,山本明義,ネイチャープロ,奥山　久,渡辺英雄,山崎　哲,
朝日建視のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず
不明。ただし今森光彦,山本明義については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第１編 いちご  1987年4月発行

写真

1386 いちご

今森光彦,山本明義,ネイチャープロ,奥山　久,渡辺英雄,山崎　哲,
朝日建視のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず
不明。ただし今森光彦,山本明義については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第１編 いちご  1987年4月発行

写真
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1387 いちごだいふく

今森光彦,山本明義,ネイチャープロ,奥山　久,渡辺英雄,山崎　哲,
朝日建視のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず
不明。ただし今森光彦,山本明義については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第１編 いちご  1987年4月発行

写真

1388 イチゴをあーーーん

今森光彦,山本明義,ネイチャープロ,奥山　久,渡辺英雄,山崎　哲,
朝日建視のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず
不明。ただし今森光彦,山本明義については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第１編 いちご  1987年4月発行

写真

1389 いちご畑

今森光彦,山本明義,ネイチャープロ,奥山　久,渡辺英雄,山崎　哲,
朝日建視のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず
不明。ただし今森光彦,山本明義については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第１編 いちご  1987年4月発行

写真

1390 いちご畑とおとこのこ

今森光彦,山本明義,ネイチャープロ,奥山　久,渡辺英雄,山崎　哲,
朝日建視のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず
不明。ただし今森光彦,山本明義については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第１編 いちご  1987年4月発行

写真

1391 いろんないちご

今森光彦,山本明義,ネイチャープロ,奥山　久,渡辺英雄,山崎　哲,
朝日建視のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず
不明。ただし今森光彦,山本明義については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第１編 いちご  1987年4月発行

写真

1392 おおきくなる

今森光彦,山本明義,ネイチャープロ,奥山　久,渡辺英雄,山崎　哲,
朝日建視のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず
不明。ただし今森光彦,山本明義については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第１編 いちご  1987年4月発行

写真

1393 おかしやさん

今森光彦,山本明義,ネイチャープロ,奥山　久,渡辺英雄,山崎　哲,
朝日建視のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず
不明。ただし今森光彦,山本明義については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第１編 いちご  1987年4月発行

写真

1394 おとこのこ

今森光彦,山本明義,ネイチャープロ,奥山　久,渡辺英雄,山崎　哲,
朝日建視のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず
不明。ただし今森光彦,山本明義については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第１編 いちご  1987年4月発行

写真

1395 おとこのこ

今森光彦,山本明義,ネイチャープロ,奥山　久,渡辺英雄,山崎　哲,
朝日建視のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず
不明。ただし今森光彦,山本明義については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第１編 いちご  1987年4月発行

写真

1396 おとこのこ

今森光彦,山本明義,ネイチャープロ,奥山　久,渡辺英雄,山崎　哲,
朝日建視のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず
不明。ただし今森光彦,山本明義については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第１編 いちご  1987年4月発行

写真

1397 おばあさん

今森光彦,山本明義,ネイチャープロ,奥山　久,渡辺英雄,山崎　哲,
朝日建視のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず
不明。ただし今森光彦,山本明義については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第１編 いちご  1987年4月発行

写真

1398 おばあさん

今森光彦,山本明義,ネイチャープロ,奥山　久,渡辺英雄,山崎　哲,
朝日建視のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず
不明。ただし今森光彦,山本明義については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第１編 いちご  1987年4月発行

写真

1399 おばあちゃん

今森光彦,山本明義,ネイチャープロ,奥山　久,渡辺英雄,山崎　哲,
朝日建視のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず
不明。ただし今森光彦,山本明義については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第１編 いちご  1987年4月発行

写真

1400 おばあちゃん

今森光彦,山本明義,ネイチャープロ,奥山　久,渡辺英雄,山崎　哲,
朝日建視のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず
不明。ただし今森光彦,山本明義については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第１編 いちご  1987年4月発行

写真
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1401 おばあちゃん

今森光彦,山本明義,ネイチャープロ,奥山　久,渡辺英雄,山崎　哲,
朝日建視のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず
不明。ただし今森光彦,山本明義については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第１編 いちご  1987年4月発行

写真

1402 おばちゃん

今森光彦,山本明義,ネイチャープロ,奥山　久,渡辺英雄,山崎　哲,
朝日建視のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず
不明。ただし今森光彦,山本明義については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第１編 いちご  1987年4月発行

写真

1403 おんなのこ

今森光彦,山本明義,ネイチャープロ,奥山　久,渡辺英雄,山崎　哲,
朝日建視のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず
不明。ただし今森光彦,山本明義については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第１編 いちご  1987年4月発行

写真

1404 おんなのこととおとこのこ

今森光彦,山本明義,ネイチャープロ,奥山　久,渡辺英雄,山崎　哲,
朝日建視のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず
不明。ただし今森光彦,山本明義については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第１編 いちご  1987年4月発行

写真

1405 コックさん

今森光彦,山本明義,ネイチャープロ,奥山　久,渡辺英雄,山崎　哲,
朝日建視のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず
不明。ただし今森光彦,山本明義については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第１編 いちご  1987年4月発行

写真

1406 こどものかぶ

今森光彦,山本明義,ネイチャープロ,奥山　久,渡辺英雄,山崎　哲,
朝日建視のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず
不明。ただし今森光彦,山本明義については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第１編 いちご  1987年4月発行

写真

1407 すずめ

今森光彦,山本明義,ネイチャープロ,奥山　久,渡辺英雄,山崎　哲,
朝日建視のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず
不明。ただし今森光彦,山本明義については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第１編 いちご  1987年4月発行

写真

1408 たぬき

今森光彦,山本明義,ネイチャープロ,奥山　久,渡辺英雄,山崎　哲,
朝日建視のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず
不明。ただし今森光彦,山本明義については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第１編 いちご  1987年4月発行

写真

1409 たねだけのいちごのみ

今森光彦,山本明義,ネイチャープロ,奥山　久,渡辺英雄,山崎　哲,
朝日建視のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず
不明。ただし今森光彦,山本明義については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第１編 いちご  1987年4月発行

写真

1410 はながちります

今森光彦,山本明義,ネイチャープロ,奥山　久,渡辺英雄,山崎　哲,
朝日建視のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず
不明。ただし今森光彦,山本明義については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第１編 いちご  1987年4月発行

写真

1411 ふくれたいちごのみ

今森光彦,山本明義,ネイチャープロ,奥山　久,渡辺英雄,山崎　哲,
朝日建視のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず
不明。ただし今森光彦,山本明義については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第１編 いちご  1987年4月発行

写真

1412 へたをとると

今森光彦,山本明義,ネイチャープロ,奥山　久,渡辺英雄,山崎　哲,
朝日建視のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず
不明。ただし今森光彦,山本明義については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第１編 いちご  1987年4月発行

写真

1413 みがふくらみます

今森光彦,山本明義,ネイチャープロ,奥山　久,渡辺英雄,山崎　哲,
朝日建視のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず
不明。ただし今森光彦,山本明義については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第１編 いちご  1987年4月発行

写真

1414 みずにいれたいちご

今森光彦,山本明義,ネイチャープロ,奥山　久,渡辺英雄,山崎　哲,
朝日建視のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず
不明。ただし今森光彦,山本明義については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第１編 いちご  1987年4月発行

写真
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1415 下段右　おとこのこ

今森光彦,山本明義,ネイチャープロ,奥山　久,渡辺英雄,山崎　哲,
朝日建視のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず
不明。ただし今森光彦,山本明義については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第１編 いちご  1987年4月発行

写真

1416 下段左 おんなのこ

今森光彦,山本明義,ネイチャープロ,奥山　久,渡辺英雄,山崎　哲,
朝日建視のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず
不明。ただし今森光彦,山本明義については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第１編 いちご  1987年4月発行

写真

1417 芽

今森光彦,山本明義,ネイチャープロ,奥山　久,渡辺英雄,山崎　哲,
朝日建視のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず
不明。ただし今森光彦,山本明義については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第１編 いちご  1987年4月発行

写真

1418 上段右おんなのこ

今森光彦,山本明義,ネイチャープロ,奥山　久,渡辺英雄,山崎　哲,
朝日建視のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず
不明。ただし今森光彦,山本明義については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第１編 いちご  1987年4月発行

写真

1419 上段左　女性

今森光彦,山本明義,ネイチャープロ,奥山　久,渡辺英雄,山崎　哲,
朝日建視のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず
不明。ただし今森光彦,山本明義については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第１編 いちご  1987年4月発行

写真

1420 断面

今森光彦,山本明義,ネイチャープロ,奥山　久,渡辺英雄,山崎　哲,
朝日建視のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず
不明。ただし今森光彦,山本明義については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第１編 いちご  1987年4月発行

写真

1421 断面

今森光彦,山本明義,ネイチャープロ,奥山　久,渡辺英雄,山崎　哲,
朝日建視のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず
不明。ただし今森光彦,山本明義については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第１編 いちご  1987年4月発行

写真

1422 土

今森光彦,山本明義,ネイチャープロ,奥山　久,渡辺英雄,山崎　哲,
朝日建視のいずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず
不明。ただし今森光彦,山本明義については二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第１編 いちご  1987年4月発行

写真

1423 オレンジ枠ぱんだ
内山 晟,東京動物園協会,アニマルフォト,竹下幸也写真事務所のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
内山 晟,東京動物園協会については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第２編 パンダ  1987年5月発行

写真

1424 きいろ枠タイヤぱんだ
内山 晟,東京動物園協会,アニマルフォト,竹下幸也写真事務所のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
内山 晟,東京動物園協会については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第２編 パンダ  1987年5月発行

写真

1425 きいろ枠ポールぱんだ
内山 晟,東京動物園協会,アニマルフォト,竹下幸也写真事務所のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
内山 晟,東京動物園協会については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第２編 パンダ  1987年5月発行

写真

1426 ぎょうれつ
内山 晟,東京動物園協会,アニマルフォト,竹下幸也写真事務所のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
内山 晟,東京動物園協会については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第２編 パンダ  1987年5月発行

写真

1427 ころがすぱんだ
内山 晟,東京動物園協会,アニマルフォト,竹下幸也写真事務所のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
内山 晟,東京動物園協会については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第２編 パンダ  1987年5月発行

写真

1428 たいやにのるぱんだ
内山 晟,東京動物園協会,アニマルフォト,竹下幸也写真事務所のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
内山 晟,東京動物園協会については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第２編 パンダ  1987年5月発行

写真
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1429 とくしゅう
内山 晟,東京動物園協会,アニマルフォト,竹下幸也写真事務所のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
内山 晟,東京動物園協会については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第２編 パンダ  1987年5月発行

写真

1430 ぱんだ
内山 晟,東京動物園協会,アニマルフォト,竹下幸也写真事務所のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
内山 晟,東京動物園協会については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第２編 パンダ  1987年5月発行

写真

1431 ぱんだ
内山 晟,東京動物園協会,アニマルフォト,竹下幸也写真事務所のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
内山 晟,東京動物園協会については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第２編 パンダ  1987年5月発行

写真

1432 ぱんだ
内山 晟,東京動物園協会,アニマルフォト,竹下幸也写真事務所のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
内山 晟,東京動物園協会については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第２編 パンダ  1987年5月発行

写真

1433 ぱんだ小
内山 晟,東京動物園協会,アニマルフォト,竹下幸也写真事務所のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
内山 晟,東京動物園協会については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第２編 パンダ  1987年5月発行

写真

1434 ぱんだ大
内山 晟,東京動物園協会,アニマルフォト,竹下幸也写真事務所のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
内山 晟,東京動物園協会については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第２編 パンダ  1987年5月発行

写真

1435 ピンク枠ぱんだ
内山 晟,東京動物園協会,アニマルフォト,竹下幸也写真事務所のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
内山 晟,東京動物園協会については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第２編 パンダ  1987年5月発行

写真

1436 りにゅうしょく
内山 晟,東京動物園協会,アニマルフォト,竹下幸也写真事務所のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
内山 晟,東京動物園協会については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第２編 パンダ  1987年5月発行

写真

1437 抱かれるパンダ
内山 晟,東京動物園協会,アニマルフォト,竹下幸也写真事務所のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
内山 晟,東京動物園協会については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第２編 パンダ  1987年5月発行

写真

1438 こいのぼり ボンカラー
フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第２編 パンダ  1987年5月発行

写真

1439 こいのぼり ボンカラー
フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第２編 パンダ  1987年5月発行

写真

1440 こいのぼり ボンカラー
フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第２編 パンダ  1987年5月発行

写真

1441 あさがお　３じ
ＮＮＰ,田中　肇,七尾企画,ボンカラー,ネイチャープロのいずれか
の著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮ
Ｐ,田中　肇については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第４編 ひまわり  1987年7月発行

写真

1442 あさがお　９じ
ＮＮＰ,田中　肇,七尾企画,ボンカラー,ネイチャープロのいずれか
の著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮ
Ｐ,田中　肇については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第４編 ひまわり  1987年7月発行

写真
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1443 えだもでた
ＮＮＰ,田中　肇,七尾企画,ボンカラー,ネイチャープロのいずれか
の著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮ
Ｐ,田中　肇については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第４編 ひまわり  1987年7月発行

写真

1444 おとなのはっぱがでた
ＮＮＰ,田中　肇,七尾企画,ボンカラー,ネイチャープロのいずれか
の著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮ
Ｐ,田中　肇については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第４編 ひまわり  1987年7月発行

写真

1445 かたばみ　ひる
ＮＮＰ,田中　肇,七尾企画,ボンカラー,ネイチャープロのいずれか
の著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮ
Ｐ,田中　肇については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第４編 ひまわり  1987年7月発行

写真

1446 かたばみ　よる
ＮＮＰ,田中　肇,七尾企画,ボンカラー,ネイチャープロのいずれか
の著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮ
Ｐ,田中　肇については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第４編 ひまわり  1987年7月発行

写真

1447 こどものはっぱがでた
ＮＮＰ,田中　肇,七尾企画,ボンカラー,ネイチャープロのいずれか
の著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮ
Ｐ,田中　肇については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第４編 ひまわり  1987年7月発行

写真

1448 さいた！
ＮＮＰ,田中　肇,七尾企画,ボンカラー,ネイチャープロのいずれか
の著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮ
Ｐ,田中　肇については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第４編 ひまわり  1987年7月発行

写真

1449 ぜーんぶたね
ＮＮＰ,田中　肇,七尾企画,ボンカラー,ネイチャープロのいずれか
の著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮ
Ｐ,田中　肇については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第４編 ひまわり  1987年7月発行

写真

1450 せがぐんぐんのびていく
ＮＮＰ,田中　肇,七尾企画,ボンカラー,ネイチャープロのいずれか
の著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮ
Ｐ,田中　肇については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第４編 ひまわり  1987年7月発行

写真

1451 たね
ＮＮＰ,田中　肇,七尾企画,ボンカラー,ネイチャープロのいずれか
の著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮ
Ｐ,田中　肇については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第４編 ひまわり  1987年7月発行

写真

1452 つちのなかでねがでた
ＮＮＰ,田中　肇,七尾企画,ボンカラー,ネイチャープロのいずれか
の著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮ
Ｐ,田中　肇については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第４編 ひまわり  1987年7月発行

写真

1453 つぼみがすこしひらいて
ＮＮＰ,田中　肇,七尾企画,ボンカラー,ネイチャープロのいずれか
の著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮ
Ｐ,田中　肇については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第４編 ひまわり  1987年7月発行

写真

1454 つぼみがふくらんできた
ＮＮＰ,田中　肇,七尾企画,ボンカラー,ネイチャープロのいずれか
の著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮ
Ｐ,田中　肇については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第４編 ひまわり  1987年7月発行

写真

1455 ねむのき　ひる
ＮＮＰ,田中　肇,七尾企画,ボンカラー,ネイチャープロのいずれか
の著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮ
Ｐ,田中　肇については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第４編 ひまわり  1987年7月発行

写真

1456 ねむのき　よる
ＮＮＰ,田中　肇,七尾企画,ボンカラー,ネイチャープロのいずれか
の著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮ
Ｐ,田中　肇については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第４編 ひまわり  1987年7月発行

写真
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1457 はっぱがたくさんでてきた
ＮＮＰ,田中　肇,七尾企画,ボンカラー,ネイチャープロのいずれか
の著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮ
Ｐ,田中　肇については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第４編 ひまわり  1987年7月発行

写真

1458 はなびらが１まいずつひらきはじめ
た

ＮＮＰ,田中　肇,七尾企画,ボンカラー,ネイチャープロのいずれか
の著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮ
Ｐ,田中　肇については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第４編 ひまわり  1987年7月発行

写真

1459 ひまわり
ＮＮＰ,田中　肇,七尾企画,ボンカラー,ネイチャープロのいずれか
の著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮ
Ｐ,田中　肇については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第４編 ひまわり  1987年7月発行

写真

1460 まいたたねは…
ＮＮＰ,田中　肇,七尾企画,ボンカラー,ネイチャープロのいずれか
の著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮ
Ｐ,田中　肇については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第４編 ひまわり  1987年7月発行

写真

1461 りす
ＮＮＰ,田中　肇,七尾企画,ボンカラー,ネイチャープロのいずれか
の著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮ
Ｐ,田中　肇については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第４編 ひまわり  1987年7月発行

写真

1462 りにんそう　３じ
ＮＮＰ,田中　肇,七尾企画,ボンカラー,ネイチャープロのいずれか
の著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮ
Ｐ,田中　肇については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第４編 ひまわり  1987年7月発行

写真

1463 りにんそう　９じ
ＮＮＰ,田中　肇,七尾企画,ボンカラー,ネイチャープロのいずれか
の著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮ
Ｐ,田中　肇については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第４編 ひまわり  1987年7月発行

写真

1464 下段　芽
ＮＮＰ,田中　肇,七尾企画,ボンカラー,ネイチャープロのいずれか
の著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮ
Ｐ,田中　肇については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第４編 ひまわり  1987年7月発行

写真

1465 上段　芽
ＮＮＰ,田中　肇,七尾企画,ボンカラー,ネイチャープロのいずれか
の著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただしＮＮ
Ｐ,田中　肇については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第４編 ひまわり  1987年7月発行

写真

1466 いと
栗林　慧,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われる
が著作者の特定ができず不明。ただし栗林　慧,ＮＮＰについて
は二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第５編 くもの　すづくり  1987年8月発行

写真

1467 くも
栗林　慧,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われる
が著作者の特定ができず不明。ただし栗林　慧,ＮＮＰについて
は二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第５編 くもの　すづくり  1987年8月発行

写真

1468 くも
栗林　慧,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われる
が著作者の特定ができず不明。ただし栗林　慧,ＮＮＰについて
は二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第５編 くもの　すづくり  1987年8月発行

写真

1469 くも
栗林　慧,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われる
が著作者の特定ができず不明。ただし栗林　慧,ＮＮＰについて
は二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第５編 くもの　すづくり  1987年8月発行

写真

1470 くも　はっぱ
栗林　慧,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われる
が著作者の特定ができず不明。ただし栗林　慧,ＮＮＰについて
は二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第５編 くもの　すづくり  1987年8月発行

写真
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1471 くも　小
栗林　慧,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われる
が著作者の特定ができず不明。ただし栗林　慧,ＮＮＰについて
は二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第５編 くもの　すづくり  1987年8月発行

写真

1472 くも　大
栗林　慧,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われる
が著作者の特定ができず不明。ただし栗林　慧,ＮＮＰについて
は二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第５編 くもの　すづくり  1987年8月発行

写真

1473 くものす
栗林　慧,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われる
が著作者の特定ができず不明。ただし栗林　慧,ＮＮＰについて
は二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第５編 くもの　すづくり  1987年8月発行

写真

1474 くものす
栗林　慧,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われる
が著作者の特定ができず不明。ただし栗林　慧,ＮＮＰについて
は二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第５編 くもの　すづくり  1987年8月発行

写真

1475 くものす
栗林　慧,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われる
が著作者の特定ができず不明。ただし栗林　慧,ＮＮＰについて
は二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第５編 くもの　すづくり  1987年8月発行

写真

1476 くものす
栗林　慧,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われる
が著作者の特定ができず不明。ただし栗林　慧,ＮＮＰについて
は二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第５編 くもの　すづくり  1987年8月発行

写真

1477 くものす
栗林　慧,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われる
が著作者の特定ができず不明。ただし栗林　慧,ＮＮＰについて
は二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第５編 くもの　すづくり  1987年8月発行

写真

1478 くものすづくり
栗林　慧,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われる
が著作者の特定ができず不明。ただし栗林　慧,ＮＮＰについて
は二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第５編 くもの　すづくり  1987年8月発行

写真

1479 とんぼ　くも
栗林　慧,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われる
が著作者の特定ができず不明。ただし栗林　慧,ＮＮＰについて
は二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第５編 くもの　すづくり  1987年8月発行

写真

1480 空
ＮＮＰ,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第６編 たいふう  1987年9月発行

写真

1481 道路
ＮＮＰ,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第６編 たいふう  1987年9月発行

写真

1482 日本列島
ＮＮＰ,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第６編 たいふう  1987年9月発行

写真

1483 日本列島
ＮＮＰ,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第６編 たいふう  1987年9月発行

写真

1484 日本列島
ＮＮＰ,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第６編 たいふう  1987年9月発行

写真
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1485 日本列島
ＮＮＰ,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第６編 たいふう  1987年9月発行

写真

1486 日本列島
ＮＮＰ,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第６編 たいふう  1987年9月発行

写真

1487 日本列島
ＮＮＰ,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第６編 たいふう  1987年9月発行

写真

1488 片側通行
ＮＮＰ,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第６編 たいふう  1987年9月発行

写真

1489 木がたおれてる
ＮＮＰ,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第６編 たいふう  1987年9月発行

写真

1490 かまきり
ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第７編 かまきり  1987年10月発行

写真

1491 かまきりのあかちゃん
ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第７編 かまきり  1987年10月発行

写真

1492 かまきりのあかちゃん右
ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第７編 かまきり  1987年10月発行

写真

1493 かまきりのあかちゃん左
ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第７編 かまきり  1987年10月発行

写真

1494 かまきりのたまご小
ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第７編 かまきり  1987年10月発行

写真

1495 かまきりのたまご大
ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第７編 かまきり  1987年10月発行

写真

1496 かまきりのふん
ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第７編 かまきり  1987年10月発行

写真

1497 はきだされたジャム
ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第７編 かまきり  1987年10月発行

写真

1498 KEIO
真島満秀写真事務所,山本紀之,竹下幸也写真事務所,渡辺英雄のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
真島満秀写真事務所,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第８編 のりもの　だいすき  1987年11月発行

写真
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1499 SAKAI
真島満秀写真事務所,山本紀之,竹下幸也写真事務所,渡辺英雄のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
真島満秀写真事務所,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第８編 のりもの　だいすき  1987年11月発行

写真

1500 URBAN
真島満秀写真事務所,山本紀之,竹下幸也写真事務所,渡辺英雄のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
真島満秀写真事務所,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第８編 のりもの　だいすき  1987年11月発行

写真

1501 あおいふくろの中身
真島満秀写真事務所,山本紀之,竹下幸也写真事務所,渡辺英雄のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
真島満秀写真事務所,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第８編 のりもの　だいすき  1987年11月発行

写真

1502 エンジンのちょうしをしらべます
真島満秀写真事務所,山本紀之,竹下幸也写真事務所,渡辺英雄のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
真島満秀写真事務所,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第８編 のりもの　だいすき  1987年11月発行

写真

1503 きれいにあらって
真島満秀写真事務所,山本紀之,竹下幸也写真事務所,渡辺英雄のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
真島満秀写真事務所,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第８編 のりもの　だいすき  1987年11月発行

写真

1504 このなかにはいってるものは
真島満秀写真事務所,山本紀之,竹下幸也写真事務所,渡辺英雄のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
真島満秀写真事務所,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第８編 のりもの　だいすき  1987年11月発行

写真

1505 タイヤ
真島満秀写真事務所,山本紀之,竹下幸也写真事務所,渡辺英雄のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
真島満秀写真事務所,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第８編 のりもの　だいすき  1987年11月発行

写真

1506 タイヤ大きい車
真島満秀写真事務所,山本紀之,竹下幸也写真事務所,渡辺英雄のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
真島満秀写真事務所,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第８編 のりもの　だいすき  1987年11月発行

写真

1507 なふだもつけます
真島満秀写真事務所,山本紀之,竹下幸也写真事務所,渡辺英雄のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
真島満秀写真事務所,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第８編 のりもの　だいすき  1987年11月発行

写真

1508 なんだろう
真島満秀写真事務所,山本紀之,竹下幸也写真事務所,渡辺英雄のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
真島満秀写真事務所,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第８編 のりもの　だいすき  1987年11月発行

写真

1509 ねんりょうもいれます
真島満秀写真事務所,山本紀之,竹下幸也写真事務所,渡辺英雄のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
真島満秀写真事務所,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第８編 のりもの　だいすき  1987年11月発行

写真

1510 バイク
真島満秀写真事務所,山本紀之,竹下幸也写真事務所,渡辺英雄のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
真島満秀写真事務所,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第８編 のりもの　だいすき  1987年11月発行

写真

1511 バス
真島満秀写真事務所,山本紀之,竹下幸也写真事務所,渡辺英雄のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
真島満秀写真事務所,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第８編 のりもの　だいすき  1987年11月発行

写真

1512 バス
真島満秀写真事務所,山本紀之,竹下幸也写真事務所,渡辺英雄のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
真島満秀写真事務所,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第８編 のりもの　だいすき  1987年11月発行

写真
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(1)株式会社フレーベル館発行の「キンダーブック」に掲載された写真、絵、文章等。（別紙1）

№ 題号 著作者 制作・発行元・発行年　等 著作物のジャンル

1513 バスのステッカー
真島満秀写真事務所,山本紀之,竹下幸也写真事務所,渡辺英雄のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
真島満秀写真事務所,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第８編 のりもの　だいすき  1987年11月発行

写真

1514 バス車内
真島満秀写真事務所,山本紀之,竹下幸也写真事務所,渡辺英雄のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
真島満秀写真事務所,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第８編 のりもの　だいすき  1987年11月発行

写真

1515 パトカー
真島満秀写真事務所,山本紀之,竹下幸也写真事務所,渡辺英雄のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
真島満秀写真事務所,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第８編 のりもの　だいすき  1987年11月発行

写真

1516 パノラマエエクスプレス
真島満秀写真事務所,山本紀之,竹下幸也写真事務所,渡辺英雄のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
真島満秀写真事務所,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第８編 のりもの　だいすき  1987年11月発行

写真

1517 ピンク枠　ライト
真島満秀写真事務所,山本紀之,竹下幸也写真事務所,渡辺英雄のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
真島満秀写真事務所,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第８編 のりもの　だいすき  1987年11月発行

写真

1518 ブルートレイン
真島満秀写真事務所,山本紀之,竹下幸也写真事務所,渡辺英雄のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
真島満秀写真事務所,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第８編 のりもの　だいすき  1987年11月発行

写真

1519 ペリカン便
真島満秀写真事務所,山本紀之,竹下幸也写真事務所,渡辺英雄のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
真島満秀写真事務所,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第８編 のりもの　だいすき  1987年11月発行

写真

1520 ペリカン便
真島満秀写真事務所,山本紀之,竹下幸也写真事務所,渡辺英雄のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
真島満秀写真事務所,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第８編 のりもの　だいすき  1987年11月発行

写真

1521 ヘリコプター
真島満秀写真事務所,山本紀之,竹下幸也写真事務所,渡辺英雄のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
真島満秀写真事務所,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第８編 のりもの　だいすき  1987年11月発行

写真

1522 ヘリコプター
真島満秀写真事務所,山本紀之,竹下幸也写真事務所,渡辺英雄のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
真島満秀写真事務所,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第８編 のりもの　だいすき  1987年11月発行

写真

1523 みずもいれて
真島満秀写真事務所,山本紀之,竹下幸也写真事務所,渡辺英雄のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
真島満秀写真事務所,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第８編 のりもの　だいすき  1987年11月発行

写真

1524 モノレール
真島満秀写真事務所,山本紀之,竹下幸也写真事務所,渡辺英雄のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
真島満秀写真事務所,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第８編 のりもの　だいすき  1987年11月発行

写真

1525 ゆうとぴあ
真島満秀写真事務所,山本紀之,竹下幸也写真事務所,渡辺英雄のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
真島満秀写真事務所,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第８編 のりもの　だいすき  1987年11月発行

写真

1526 りょうきんばこをつけます
真島満秀写真事務所,山本紀之,竹下幸也写真事務所,渡辺英雄のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
真島満秀写真事務所,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第８編 のりもの　だいすき  1987年11月発行

写真
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(1)株式会社フレーベル館発行の「キンダーブック」に掲載された写真、絵、文章等。（別紙1）

№ 題号 著作者 制作・発行元・発行年　等 著作物のジャンル

1527 運転席
真島満秀写真事務所,山本紀之,竹下幸也写真事務所,渡辺英雄のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
真島満秀写真事務所,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第８編 のりもの　だいすき  1987年11月発行

写真

1528 黄色いトラック
真島満秀写真事務所,山本紀之,竹下幸也写真事務所,渡辺英雄のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
真島満秀写真事務所,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第８編 のりもの　だいすき  1987年11月発行

写真

1529 黄色いトラック
真島満秀写真事務所,山本紀之,竹下幸也写真事務所,渡辺英雄のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
真島満秀写真事務所,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第８編 のりもの　だいすき  1987年11月発行

写真

1530 機関車
真島満秀写真事務所,山本紀之,竹下幸也写真事務所,渡辺英雄のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
真島満秀写真事務所,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第８編 のりもの　だいすき  1987年11月発行

写真

1531 近鉄ピスタカー
真島満秀写真事務所,山本紀之,竹下幸也写真事務所,渡辺英雄のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
真島満秀写真事務所,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第８編 のりもの　だいすき  1987年11月発行

写真

1532 紫枠
真島満秀写真事務所,山本紀之,竹下幸也写真事務所,渡辺英雄のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
真島満秀写真事務所,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第８編 のりもの　だいすき  1987年11月発行

写真

1533 車
真島満秀写真事務所,山本紀之,竹下幸也写真事務所,渡辺英雄のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
真島満秀写真事務所,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第８編 のりもの　だいすき  1987年11月発行

写真

1534 車
真島満秀写真事務所,山本紀之,竹下幸也写真事務所,渡辺英雄のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
真島満秀写真事務所,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第８編 のりもの　だいすき  1987年11月発行

写真

1535 消防署
真島満秀写真事務所,山本紀之,竹下幸也写真事務所,渡辺英雄のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
真島満秀写真事務所,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第８編 のりもの　だいすき  1987年11月発行

写真

1536 消防本部
真島満秀写真事務所,山本紀之,竹下幸也写真事務所,渡辺英雄のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
真島満秀写真事務所,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第８編 のりもの　だいすき  1987年11月発行

写真

1537 上空からみた町
真島満秀写真事務所,山本紀之,竹下幸也写真事務所,渡辺英雄のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
真島満秀写真事務所,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第８編 のりもの　だいすき  1987年11月発行

写真

1538 上野ー浅草
真島満秀写真事務所,山本紀之,竹下幸也写真事務所,渡辺英雄のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
真島満秀写真事務所,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第８編 のりもの　だいすき  1987年11月発行

写真

1539 乗務員
真島満秀写真事務所,山本紀之,竹下幸也写真事務所,渡辺英雄のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
真島満秀写真事務所,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第８編 のりもの　だいすき  1987年11月発行

写真

1540 新幹線
真島満秀写真事務所,山本紀之,竹下幸也写真事務所,渡辺英雄のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
真島満秀写真事務所,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第８編 のりもの　だいすき  1987年11月発行

写真
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1541 神奈川総武鉄道
真島満秀写真事務所,山本紀之,竹下幸也写真事務所,渡辺英雄のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
真島満秀写真事務所,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第８編 のりもの　だいすき  1987年11月発行

写真

1542 青いトラック
真島満秀写真事務所,山本紀之,竹下幸也写真事務所,渡辺英雄のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
真島満秀写真事務所,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第８編 のりもの　だいすき  1987年11月発行

写真

1543 青い車
真島満秀写真事務所,山本紀之,竹下幸也写真事務所,渡辺英雄のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
真島満秀写真事務所,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第８編 のりもの　だいすき  1987年11月発行

写真

1544 操縦機のﾒｰﾀｰ
真島満秀写真事務所,山本紀之,竹下幸也写真事務所,渡辺英雄のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
真島満秀写真事務所,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第８編 のりもの　だいすき  1987年11月発行

写真

1545 電車
真島満秀写真事務所,山本紀之,竹下幸也写真事務所,渡辺英雄のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
真島満秀写真事務所,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第８編 のりもの　だいすき  1987年11月発行

写真

1546 東京電力
真島満秀写真事務所,山本紀之,竹下幸也写真事務所,渡辺英雄のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
真島満秀写真事務所,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第８編 のりもの　だいすき  1987年11月発行

写真

1547 東北新幹線
真島満秀写真事務所,山本紀之,竹下幸也写真事務所,渡辺英雄のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
真島満秀写真事務所,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第８編 のりもの　だいすき  1987年11月発行

写真

1548 道路
真島満秀写真事務所,山本紀之,竹下幸也写真事務所,渡辺英雄のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
真島満秀写真事務所,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第８編 のりもの　だいすき  1987年11月発行

写真

1549 白いバス
真島満秀写真事務所,山本紀之,竹下幸也写真事務所,渡辺英雄のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
真島満秀写真事務所,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第８編 のりもの　だいすき  1987年11月発行

写真

1550 白いバス二台
真島満秀写真事務所,山本紀之,竹下幸也写真事務所,渡辺英雄のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
真島満秀写真事務所,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第８編 のりもの　だいすき  1987年11月発行

写真

1551 緑枠　扇風機
真島満秀写真事務所,山本紀之,竹下幸也写真事務所,渡辺英雄のい
ずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただし
真島満秀写真事務所,山本紀之については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４２集
第８編 のりもの　だいすき  1987年11月発行

写真

1552 オオイヌノフグリ

ＮＮＰ,田中　肇,七尾企画,ネイチャープロ,竹下幸也写真事務所,
渡辺英雄,滝川　滋,松永 ひろしのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,田中　肇については
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第１編 たんぽぽ  1988年4月発行

写真

1553 くき

ＮＮＰ,田中　肇,七尾企画,ネイチャープロ,竹下幸也写真事務所,
渡辺英雄,滝川　滋,松永 ひろしのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,田中　肇については
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第１編 たんぽぽ  1988年4月発行

写真

1554 こども

ＮＮＰ,田中　肇,七尾企画,ネイチャープロ,竹下幸也写真事務所,
渡辺英雄,滝川　滋,松永 ひろしのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,田中　肇については
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第１編 たんぽぽ  1988年4月発行

写真
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1555 こどもたち

ＮＮＰ,田中　肇,七尾企画,ネイチャープロ,竹下幸也写真事務所,
渡辺英雄,滝川　滋,松永 ひろしのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,田中　肇については
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第１編 たんぽぽ  1988年4月発行

写真

1556 しろつめくさ

ＮＮＰ,田中　肇,七尾企画,ネイチャープロ,竹下幸也写真事務所,
渡辺英雄,滝川　滋,松永 ひろしのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,田中　肇については
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第１編 たんぽぽ  1988年4月発行

写真

1557 ためしてみよう３カット

ＮＮＰ,田中　肇,七尾企画,ネイチャープロ,竹下幸也写真事務所,
渡辺英雄,滝川　滋,松永 ひろしのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,田中　肇については
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第１編 たんぽぽ  1988年4月発行

写真

1558 たんぽぽ

ＮＮＰ,田中　肇,七尾企画,ネイチャープロ,竹下幸也写真事務所,
渡辺英雄,滝川　滋,松永 ひろしのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,田中　肇については
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第１編 たんぽぽ  1988年4月発行

写真

1559 たんぽぽ

ＮＮＰ,田中　肇,七尾企画,ネイチャープロ,竹下幸也写真事務所,
渡辺英雄,滝川　滋,松永 ひろしのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,田中　肇については
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第１編 たんぽぽ  1988年4月発行

写真

1560 たんぽぽつぼみ

ＮＮＰ,田中　肇,七尾企画,ネイチャープロ,竹下幸也写真事務所,
渡辺英雄,滝川　滋,松永 ひろしのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,田中　肇については
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第１編 たんぽぽ  1988年4月発行

写真

1561 たんぽぽてんとうむし

ＮＮＰ,田中　肇,七尾企画,ネイチャープロ,竹下幸也写真事務所,
渡辺英雄,滝川　滋,松永 ひろしのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,田中　肇については
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第１編 たんぽぽ  1988年4月発行

写真

1562 たんぽぽとおとこのこ

ＮＮＰ,田中　肇,七尾企画,ネイチャープロ,竹下幸也写真事務所,
渡辺英雄,滝川　滋,松永 ひろしのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,田中　肇については
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第１編 たんぽぽ  1988年4月発行

写真

1563 たんぽぽのはっぱ

ＮＮＰ,田中　肇,七尾企画,ネイチャープロ,竹下幸也写真事務所,
渡辺英雄,滝川　滋,松永 ひろしのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,田中　肇については
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第１編 たんぽぽ  1988年4月発行

写真

1564 たんぽぽのはなびら

ＮＮＰ,田中　肇,七尾企画,ネイチャープロ,竹下幸也写真事務所,
渡辺英雄,滝川　滋,松永 ひろしのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,田中　肇については
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第１編 たんぽぽ  1988年4月発行

写真

1565 たんぽぽのはら あさひるゆう

ＮＮＰ,田中　肇,七尾企画,ネイチャープロ,竹下幸也写真事務所,
渡辺英雄,滝川　滋,松永 ひろしのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,田中　肇については
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第１編 たんぽぽ  1988年4月発行

写真

1566 たんぽぽをすう

ＮＮＰ,田中　肇,七尾企画,ネイチャープロ,竹下幸也写真事務所,
渡辺英雄,滝川　滋,松永 ひろしのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,田中　肇については
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第１編 たんぽぽ  1988年4月発行

写真

1567 たんぽぽをひっぱる

ＮＮＰ,田中　肇,七尾企画,ネイチャープロ,竹下幸也写真事務所,
渡辺英雄,滝川　滋,松永 ひろしのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,田中　肇については
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第１編 たんぽぽ  1988年4月発行

写真

1568 たんぽぽ畑

ＮＮＰ,田中　肇,七尾企画,ネイチャープロ,竹下幸也写真事務所,
渡辺英雄,滝川　滋,松永 ひろしのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,田中　肇については
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第１編 たんぽぽ  1988年4月発行

写真
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1569 つち

ＮＮＰ,田中　肇,七尾企画,ネイチャープロ,竹下幸也写真事務所,
渡辺英雄,滝川　滋,松永 ひろしのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,田中　肇については
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第１編 たんぽぽ  1988年4月発行

写真

1570 つぼみがひらくまで　３カット

ＮＮＰ,田中　肇,七尾企画,ネイチャープロ,竹下幸也写真事務所,
渡辺英雄,滝川　滋,松永 ひろしのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,田中　肇については
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第１編 たんぽぽ  1988年4月発行

写真

1571 つぼみ断面

ＮＮＰ,田中　肇,七尾企画,ネイチャープロ,竹下幸也写真事務所,
渡辺英雄,滝川　滋,松永 ひろしのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,田中　肇については
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第１編 たんぽぽ  1988年4月発行

写真

1572 つぼみ地面

ＮＮＰ,田中　肇,七尾企画,ネイチャープロ,竹下幸也写真事務所,
渡辺英雄,滝川　滋,松永 ひろしのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,田中　肇については
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第１編 たんぽぽ  1988年4月発行

写真

1573 つゆむし

ＮＮＰ,田中　肇,七尾企画,ネイチャープロ,竹下幸也写真事務所,
渡辺英雄,滝川　滋,松永 ひろしのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,田中　肇については
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第１編 たんぽぽ  1988年4月発行

写真

1574 とんぼ

ＮＮＰ,田中　肇,七尾企画,ネイチャープロ,竹下幸也写真事務所,
渡辺英雄,滝川　滋,松永 ひろしのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,田中　肇については
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第１編 たんぽぽ  1988年4月発行

写真

1575 なずな

ＮＮＰ,田中　肇,七尾企画,ネイチャープロ,竹下幸也写真事務所,
渡辺英雄,滝川　滋,松永 ひろしのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,田中　肇については
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第１編 たんぽぽ  1988年4月発行

写真

1576 なずな

ＮＮＰ,田中　肇,七尾企画,ネイチャープロ,竹下幸也写真事務所,
渡辺英雄,滝川　滋,松永 ひろしのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,田中　肇については
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第１編 たんぽぽ  1988年4月発行

写真

1577 はっぱ

ＮＮＰ,田中　肇,七尾企画,ネイチャープロ,竹下幸也写真事務所,
渡辺英雄,滝川　滋,松永 ひろしのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,田中　肇については
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第１編 たんぽぽ  1988年4月発行

写真

1578 はるじおん

ＮＮＰ,田中　肇,七尾企画,ネイチャープロ,竹下幸也写真事務所,
渡辺英雄,滝川　滋,松永 ひろしのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,田中　肇については
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第１編 たんぽぽ  1988年4月発行

写真

1579 ピンク花

ＮＮＰ,田中　肇,七尾企画,ネイチャープロ,竹下幸也写真事務所,
渡辺英雄,滝川　滋,松永 ひろしのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,田中　肇については
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第１編 たんぽぽ  1988年4月発行

写真

1580 ふしぎだねわたげ

ＮＮＰ,田中　肇,七尾企画,ネイチャープロ,竹下幸也写真事務所,
渡辺英雄,滝川　滋,松永 ひろしのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,田中　肇については
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第１編 たんぽぽ  1988年4月発行

写真

1581 べにしじみ

ＮＮＰ,田中　肇,七尾企画,ネイチャープロ,竹下幸也写真事務所,
渡辺英雄,滝川　滋,松永 ひろしのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,田中　肇については
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第１編 たんぽぽ  1988年4月発行

写真

1582 みつばち

ＮＮＰ,田中　肇,七尾企画,ネイチャープロ,竹下幸也写真事務所,
渡辺英雄,滝川　滋,松永 ひろしのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,田中　肇については
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第１編 たんぽぽ  1988年4月発行

写真
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1583 みやまからすあげは

ＮＮＰ,田中　肇,七尾企画,ネイチャープロ,竹下幸也写真事務所,
渡辺英雄,滝川　滋,松永 ひろしのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,田中　肇については
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第１編 たんぽぽ  1988年4月発行

写真

1584 もんしろちょう

ＮＮＰ,田中　肇,七尾企画,ネイチャープロ,竹下幸也写真事務所,
渡辺英雄,滝川　滋,松永 ひろしのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,田中　肇については
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第１編 たんぽぽ  1988年4月発行

写真

1585 れんげそう

ＮＮＰ,田中　肇,七尾企画,ネイチャープロ,竹下幸也写真事務所,
渡辺英雄,滝川　滋,松永 ひろしのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,田中　肇については
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第１編 たんぽぽ  1988年4月発行

写真

1586 わたげ

ＮＮＰ,田中　肇,七尾企画,ネイチャープロ,竹下幸也写真事務所,
渡辺英雄,滝川　滋,松永 ひろしのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,田中　肇については
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第１編 たんぽぽ  1988年4月発行

写真

1587 わたげ　黄色枠

ＮＮＰ,田中　肇,七尾企画,ネイチャープロ,竹下幸也写真事務所,
渡辺英雄,滝川　滋,松永 ひろしのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,田中　肇については
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第１編 たんぽぽ  1988年4月発行

写真

1588 わたげがひらきはじめました３カッ
ト

ＮＮＰ,田中　肇,七尾企画,ネイチャープロ,竹下幸也写真事務所,
渡辺英雄,滝川　滋,松永 ひろしのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,田中　肇については
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第１編 たんぽぽ  1988年4月発行

写真

1589 花飾り

ＮＮＰ,田中　肇,七尾企画,ネイチャープロ,竹下幸也写真事務所,
渡辺英雄,滝川　滋,松永 ひろしのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,田中　肇については
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第１編 たんぽぽ  1988年4月発行

写真

1590 花断面

ＮＮＰ,田中　肇,七尾企画,ネイチャープロ,竹下幸也写真事務所,
渡辺英雄,滝川　滋,松永 ひろしのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,田中　肇については
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第１編 たんぽぽ  1988年4月発行

写真

1591 花瓶にたんぽぽ２カット

ＮＮＰ,田中　肇,七尾企画,ネイチャープロ,竹下幸也写真事務所,
渡辺英雄,滝川　滋,松永 ひろしのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,田中　肇については
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第１編 たんぽぽ  1988年4月発行

写真

1592 芽

ＮＮＰ,田中　肇,七尾企画,ネイチャープロ,竹下幸也写真事務所,
渡辺英雄,滝川　滋,松永 ひろしのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,田中　肇については
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第１編 たんぽぽ  1988年4月発行

写真

1593 手

ＮＮＰ,田中　肇,七尾企画,ネイチャープロ,竹下幸也写真事務所,
渡辺英雄,滝川　滋,松永 ひろしのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,田中　肇については
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第１編 たんぽぽ  1988年4月発行

写真

1594 地面にわたげ

ＮＮＰ,田中　肇,七尾企画,ネイチャープロ,竹下幸也写真事務所,
渡辺英雄,滝川　滋,松永 ひろしのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,田中　肇については
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第１編 たんぽぽ  1988年4月発行

写真

1595 綿毛

ＮＮＰ,田中　肇,七尾企画,ネイチャープロ,竹下幸也写真事務所,
渡辺英雄,滝川　滋,松永 ひろしのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただしＮＮＰ,田中　肇については
二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第１編 たんぽぽ  1988年4月発行

写真

1596 いろいろな卵　19こ
ボルボックス,岩尾和彦,ネイチャープロのいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただしボルボックス,岩尾
和彦については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第２編 たまごが　いっぱい  1988年5月発行

写真
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1597 かいつぶり
ボルボックス,岩尾和彦,ネイチャープロのいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただしボルボックス,岩尾
和彦については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第２編 たまごが　いっぱい  1988年5月発行

写真

1598 かっこう
ボルボックス,岩尾和彦,ネイチャープロのいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただしボルボックス,岩尾
和彦については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第２編 たまごが　いっぱい  1988年5月発行

写真

1599 からす
ボルボックス,岩尾和彦,ネイチャープロのいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただしボルボックス,岩尾
和彦については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第２編 たまごが　いっぱい  1988年5月発行

写真

1600 かるがも
ボルボックス,岩尾和彦,ネイチャープロのいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただしボルボックス,岩尾
和彦については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第２編 たまごが　いっぱい  1988年5月発行

写真

1601 かわせみ
ボルボックス,岩尾和彦,ネイチャープロのいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただしボルボックス,岩尾
和彦については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第２編 たまごが　いっぱい  1988年5月発行

写真

1602 こちどり
ボルボックス,岩尾和彦,ネイチャープロのいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただしボルボックス,岩尾
和彦については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第２編 たまごが　いっぱい  1988年5月発行

写真

1603 すずめ
ボルボックス,岩尾和彦,ネイチャープロのいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただしボルボックス,岩尾
和彦については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第２編 たまごが　いっぱい  1988年5月発行

写真

1604 つぼめ
ボルボックス,岩尾和彦,ネイチャープロのいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただしボルボックス,岩尾
和彦については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第２編 たまごが　いっぱい  1988年5月発行

写真

1605 はくちょう
ボルボックス,岩尾和彦,ネイチャープロのいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただしボルボックス,岩尾
和彦については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第２編 たまごが　いっぱい  1988年5月発行

写真

1606 はと
ボルボックス,岩尾和彦,ネイチャープロのいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただしボルボックス,岩尾
和彦については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第２編 たまごが　いっぱい  1988年5月発行

写真

1607 ふくろう
ボルボックス,岩尾和彦,ネイチャープロのいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただしボルボックス,岩尾
和彦については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第２編 たまごが　いっぱい  1988年5月発行

写真

1608 ぺんぎん
ボルボックス,岩尾和彦,ネイチャープロのいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただしボルボックス,岩尾
和彦については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第２編 たまごが　いっぱい  1988年5月発行

写真

1609 もず
ボルボックス,岩尾和彦,ネイチャープロのいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただしボルボックス,岩尾
和彦については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第２編 たまごが　いっぱい  1988年5月発行

写真

1610 2匹のかえる ネイチャープロ
フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第３編 あまがえる  1988年6月発行

写真
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1611 あおいかえる ネイチャープロ
フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第３編 あまがえる  1988年6月発行

写真

1612 あくびをしているよ ネイチャープロ
フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第３編 あまがえる  1988年6月発行

写真

1613 あまがえる ネイチャープロ
フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第３編 あまがえる  1988年6月発行

写真

1614 いろがかわる様子３カット ネイチャープロ
フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第３編 あまがえる  1988年6月発行

写真

1615 うしがえる ネイチャープロ
フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第３編 あまがえる  1988年6月発行

写真

1616 えいっ！　かえる ネイチャープロ
フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第３編 あまがえる  1988年6月発行

写真

1617 およぐかえる３カット ネイチャープロ
フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第３編 あまがえる  1988年6月発行

写真

1618 かえる ネイチャープロ
フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第３編 あまがえる  1988年6月発行

写真

1619 かえる ネイチャープロ
フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第３編 あまがえる  1988年6月発行

写真

1620 かえる ネイチャープロ
フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第３編 あまがえる  1988年6月発行

写真

1621 かえるのおしっこ ネイチャープロ
フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第３編 あまがえる  1988年6月発行

写真

1622 かえるのめ ネイチャープロ
フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第３編 あまがえる  1988年6月発行

写真

1623 かえるの指先３カット ネイチャープロ
フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第３編 あまがえる  1988年6月発行

写真

1624 かじがえる ネイチャープロ
フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第３編 あまがえる  1988年6月発行

写真
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1625 くさとかえる ネイチャープロ
フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第３編 あまがえる  1988年6月発行

写真

1626 こうしておとなになります７カット ネイチャープロ
フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第３編 あまがえる  1988年6月発行

写真

1627 シュレーゲルあおがえる ネイチャープロ
フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第３編 あまがえる  1988年6月発行

写真

1628 たべちゃうぞ　かえる ネイチャープロ
フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第３編 あまがえる  1988年6月発行

写真

1629 つちがえる ネイチャープロ
フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第３編 あまがえる  1988年6月発行

写真

1630 どこにいるかわかるかな５カット ネイチャープロ
フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第３編 あまがえる  1988年6月発行

写真

1631 とのさまがえる ネイチャープロ
フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第３編 あまがえる  1988年6月発行

写真

1632 とり ネイチャープロ
フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第３編 あまがえる  1988年6月発行

写真

1633 にほんあかがえる ネイチャープロ
フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第３編 あまがえる  1988年6月発行

写真

1634 ひかるかえる ネイチャープロ
フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第３編 あまがえる  1988年6月発行

写真

1635 ひきがえる ネイチャープロ
フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第３編 あまがえる  1988年6月発行

写真

1636 ひきがえるのたまご ネイチャープロ
フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第３編 あまがえる  1988年6月発行

写真

1637 ふくれたかえる２カット ネイチャープロ
フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第３編 あまがえる  1988年6月発行

写真

1638 もりあおがえる ネイチャープロ
フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第３編 あまがえる  1988年6月発行

写真
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1639 あおかあぶん
岸田 功,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第５編 とくしゅう・なつの　むし  1988年8月発行

写真

1640 あおすじあげは
岸田 功,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第５編 とくしゅう・なつの　むし  1988年8月発行

写真

1641 あげはちょう
岸田 功,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第５編 とくしゅう・なつの　むし  1988年8月発行

写真

1642 あさぎまだら
岸田 功,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第５編 とくしゅう・なつの　むし  1988年8月発行

写真

1643 あぶらぜみがおとなになるまで６
カット

岸田 功,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第５編 とくしゅう・なつの　むし  1988年8月発行

写真

1644 あめんぼ
岸田 功,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第５編 とくしゅう・なつの　むし  1988年8月発行

写真

1645 いもむし
岸田 功,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第５編 とくしゅう・なつの　むし  1988年8月発行

写真

1646 おおくわがた
岸田 功,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第５編 とくしゅう・なつの　むし  1988年8月発行

写真

1647 おおぞうむし
岸田 功,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第５編 とくしゅう・なつの　むし  1988年8月発行

写真

1648 おおながこめつき
岸田 功,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第５編 とくしゅう・なつの　むし  1988年8月発行

写真

1649 おおむらさき
岸田 功,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第５編 とくしゅう・なつの　むし  1988年8月発行

写真

1650 かなぶん
岸田 功,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第５編 とくしゅう・なつの　むし  1988年8月発行

写真

1651 かぶとむし
岸田 功,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第５編 とくしゅう・なつの　むし  1988年8月発行

写真

1652 かぶとむし
岸田 功,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第５編 とくしゅう・なつの　むし  1988年8月発行

写真
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1653 がむし
岸田 功,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第５編 とくしゅう・なつの　むし  1988年8月発行

写真

1654 きあげは
岸田 功,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第５編 とくしゅう・なつの　むし  1988年8月発行

写真

1655 きたはて
岸田 功,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第５編 とくしゅう・なつの　むし  1988年8月発行

写真

1656 きちょう
岸田 功,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第５編 とくしゅう・なつの　むし  1988年8月発行

写真

1657 くろかなぶん
岸田 功,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第５編 とくしゅう・なつの　むし  1988年8月発行

写真

1658 くろひかげ
岸田 功,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第５編 とくしゅう・なつの　むし  1988年8月発行

写真

1659 げんごろう
岸田 功,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第５編 とくしゅう・なつの　むし  1988年8月発行

写真

1660 こおいむし
岸田 功,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第５編 とくしゅう・なつの　むし  1988年8月発行

写真

1661 こがねむし
岸田 功,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第５編 とくしゅう・なつの　むし  1988年8月発行

写真

1662 こくわがた
岸田 功,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第５編 とくしゅう・なつの　むし  1988年8月発行

写真

1663 こだまらかまきり
岸田 功,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第５編 とくしゅう・なつの　むし  1988年8月発行

写真

1664 ごまだらちょう
岸田 功,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第５編 とくしゅう・なつの　むし  1988年8月発行

写真

1665 さときまだらひかげ
岸田 功,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第５編 とくしゅう・なつの　むし  1988年8月発行

写真

1666 さなぎ
岸田 功,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第５編 とくしゅう・なつの　むし  1988年8月発行

写真
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1667 さなぎから蝶になるまで３カット
岸田 功,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第５編 とくしゅう・なつの　むし  1988年8月発行

写真

1668 しろずしかまきり
岸田 功,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第５編 とくしゅう・なつの　むし  1988年8月発行

写真

1669 しろてんはなむぐり
岸田 功,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第５編 とくしゅう・なつの　むし  1988年8月発行

写真

1670 せみ
岸田 功,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第５編 とくしゅう・なつの　むし  1988年8月発行

写真

1671 せみ
岸田 功,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第５編 とくしゅう・なつの　むし  1988年8月発行

写真

1672 たいこうち
岸田 功,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第５編 とくしゅう・なつの　むし  1988年8月発行

写真

1673 たがめ
岸田 功,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第５編 とくしゅう・なつの　むし  1988年8月発行

写真

1674 たまご
岸田 功,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第５編 とくしゅう・なつの　むし  1988年8月発行

写真

1675 たまご
岸田 功,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第５編 とくしゅう・なつの　むし  1988年8月発行

写真

1676 たまむし
岸田 功,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第５編 とくしゅう・なつの　むし  1988年8月発行

写真

1677 ちょうちょ
岸田 功,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第５編 とくしゅう・なつの　むし  1988年8月発行

写真

1678 ちょうの羽
岸田 功,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第５編 とくしゅう・なつの　むし  1988年8月発行

写真

1679 とんぼ
岸田 功,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第５編 とくしゅう・なつの　むし  1988年8月発行

写真

1680 とんぼ
岸田 功,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第５編 とくしゅう・なつの　むし  1988年8月発行

写真
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1681 とんぼ顔アップ
岸田 功,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第５編 とくしゅう・なつの　むし  1988年8月発行

写真

1682 とんぼ成長過程６カット
岸田 功,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第５編 とくしゅう・なつの　むし  1988年8月発行

写真

1683 とんぼ幼虫　下段
岸田 功,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第５編 とくしゅう・なつの　むし  1988年8月発行

写真

1684 とんぼ幼虫　上段
岸田 功,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第５編 とくしゅう・なつの　むし  1988年8月発行

写真

1685 とんぼ幼虫　中段
岸田 功,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第５編 とくしゅう・なつの　むし  1988年8月発行

写真

1686 はち
岸田 功,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第５編 とくしゅう・なつの　むし  1988年8月発行

写真

1687 ばった
岸田 功,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第５編 とくしゅう・なつの　むし  1988年8月発行

写真

1688 はんみょう
岸田 功,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第５編 とくしゅう・なつの　むし  1988年8月発行

写真

1689 ひらたくわがた
岸田 功,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第５編 とくしゅう・なつの　むし  1988年8月発行

写真

1690 べにしじみ
岸田 功,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第５編 とくしゅう・なつの　むし  1988年8月発行

写真

1691 まつもむし
岸田 功,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第５編 とくしゅう・なつの　むし  1988年8月発行

写真

1692 みかどとっくりばち
岸田 功,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第５編 とくしゅう・なつの　むし  1988年8月発行

写真

1693 みずかまきり
岸田 功,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第５編 とくしゅう・なつの　むし  1988年8月発行

写真

1694 みずすまし
岸田 功,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第５編 とくしゅう・なつの　むし  1988年8月発行

写真
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1695 みつばち
岸田 功,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第５編 とくしゅう・なつの　むし  1988年8月発行

写真

1696 みやまくわがた
岸田 功,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第５編 とくしゅう・なつの　むし  1988年8月発行

写真

1697 もり
岸田 功,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第５編 とくしゅう・なつの　むし  1988年8月発行

写真

1698 もんきあげは
岸田 功,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第５編 とくしゅう・なつの　むし  1988年8月発行

写真

1699 もんきちょう
岸田 功,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第５編 とくしゅう・なつの　むし  1988年8月発行

写真

1700 よつぼしけしきすい
岸田 功,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第５編 とくしゅう・なつの　むし  1988年8月発行

写真

1701 るりたては
岸田 功,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第５編 とくしゅう・なつの　むし  1988年8月発行

写真

1702 下段ばった
岸田 功,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第５編 とくしゅう・なつの　むし  1988年8月発行

写真

1703 上段ばった
岸田 功,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第５編 とくしゅう・なつの　むし  1988年8月発行

写真

1704 脱皮中
岸田 功,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第５編 とくしゅう・なつの　むし  1988年8月発行

写真

1705 飛ぶばった
岸田 功,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第５編 とくしゅう・なつの　むし  1988年8月発行

写真

1706 幼虫　ちゃいろ
岸田 功,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第５編 とくしゅう・なつの　むし  1988年8月発行

写真

1707 幼虫　まるまってる
岸田 功,ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰについては二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第５編 とくしゅう・なつの　むし  1988年8月発行

写真

1708 からのむけたみ
丹渓,山本明義,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし丹渓,山本明義については二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第６編 そ　ば  1988年9月発行

写真
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1709 きかい?
丹渓,山本明義,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし丹渓,山本明義については二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第６編 そ　ば  1988年9月発行

写真

1710 きかい?
丹渓,山本明義,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし丹渓,山本明義については二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第６編 そ　ば  1988年9月発行

写真

1711 きかい?
丹渓,山本明義,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし丹渓,山本明義については二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第６編 そ　ば  1988年9月発行

写真

1712 きかい?
丹渓,山本明義,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし丹渓,山本明義については二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第６編 そ　ば  1988年9月発行

写真

1713 きかい?
丹渓,山本明義,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし丹渓,山本明義については二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第６編 そ　ば  1988年9月発行

写真

1714 きかい?2カット
丹渓,山本明義,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし丹渓,山本明義については二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第６編 そ　ば  1988年9月発行

写真

1715 きれいになったそばのみ
丹渓,山本明義,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし丹渓,山本明義については二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第６編 そ　ば  1988年9月発行

写真

1716 そばがきセット
丹渓,山本明義,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし丹渓,山本明義については二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第６編 そ　ば  1988年9月発行

写真

1717 そばこ
丹渓,山本明義,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし丹渓,山本明義については二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第６編 そ　ば  1988年9月発行

写真

1718 そばのみのから
丹渓,山本明義,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし丹渓,山本明義については二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第６編 そ　ば  1988年9月発行

写真

1719 そばの花
丹渓,山本明義,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし丹渓,山本明義については二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第６編 そ　ば  1988年9月発行

写真

1720 そばの花
丹渓,山本明義,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし丹渓,山本明義については二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第６編 そ　ば  1988年9月発行

写真

1721 そば定食
丹渓,山本明義,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし丹渓,山本明義については二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第６編 そ　ば  1988年9月発行

写真

1722 なべ３カット
丹渓,山本明義,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし丹渓,山本明義については二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第６編 そ　ば  1988年9月発行

写真
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1723 行程　４カット
丹渓,山本明義,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし丹渓,山本明義については二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第６編 そ　ば  1988年9月発行

写真

1724 生地のばす４カット
丹渓,山本明義,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし丹渓,山本明義については二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第６編 そ　ば  1988年9月発行

写真

1725 赤　そば行程５カット
丹渓,山本明義,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし丹渓,山本明義については二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第６編 そ　ば  1988年9月発行

写真

1726 道具こまいたはけなど
丹渓,山本明義,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが
著作者の特定ができず不明。ただし丹渓,山本明義については二
次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第６編 そ　ば  1988年9月発行

写真

1727 あらかし
ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第７編 くだもの　いっぱい  1988年10月発行

写真

1728 かしわ
ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第７編 くだもの　いっぱい  1988年10月発行

写真

1729 くぬぎ
ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第７編 くだもの　いっぱい  1988年10月発行

写真

1730 こなら
ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第７編 くだもの　いっぱい  1988年10月発行

写真

1731 すだじい
ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第７編 くだもの　いっぱい  1988年10月発行

写真

1732 まてばしい
ＮＮＰ,ネイチャープロのいずれかの著作物と思われるが著作者
の特定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得
済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第７編 くだもの　いっぱい  1988年10月発行

写真

1733 くだもののみ
ＮＮＰ,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第７編 くだもの　いっぱい  1988年10月発行

写真

1734 くり
ＮＮＰ,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第７編 くだもの　いっぱい  1988年10月発行

写真

1735 くり
ＮＮＰ,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第７編 くだもの　いっぱい  1988年10月発行

写真

1736 スイーツ
ＮＮＰ,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第７編 くだもの　いっぱい  1988年10月発行

写真
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1737 だべやすいおおきさの柿
ＮＮＰ,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第７編 くだもの　いっぱい  1988年10月発行

写真

1738 たべやすいおおきさの梨
ＮＮＰ,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第７編 くだもの　いっぱい  1988年10月発行

写真

1739 なしのベルエレーヌ
ＮＮＰ,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第７編 くだもの　いっぱい  1988年10月発行

写真

1740 ふたつにきった柿
ＮＮＰ,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第７編 くだもの　いっぱい  1988年10月発行

写真

1741 ふたつにきった梨
ＮＮＰ,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第７編 くだもの　いっぱい  1988年10月発行

写真

1742 ぶどうのグラッセ
ＮＮＰ,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第７編 くだもの　いっぱい  1988年10月発行

写真

1743 ぶどうのクラフティー
ＮＮＰ,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第７編 くだもの　いっぱい  1988年10月発行

写真

1744 マロンシャンティー
ＮＮＰ,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第７編 くだもの　いっぱい  1988年10月発行

写真

1745 りんごのケーキ
ＮＮＰ,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第７編 くだもの　いっぱい  1988年10月発行

写真

1746 りんごのﾌﾞﾚｻﾞｰﾌﾞ
ＮＮＰ,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第７編 くだもの　いっぱい  1988年10月発行

写真

1747 柿
ＮＮＰ,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第７編 くだもの　いっぱい  1988年10月発行

写真

1748 柿のサラダ
ＮＮＰ,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第７編 くだもの　いっぱい  1988年10月発行

写真

1749 栗の木
ＮＮＰ,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第７編 くだもの　いっぱい  1988年10月発行

写真

1750 梨のシャーベット
ＮＮＰ,ボンカラーのいずれかの著作物と思われるが著作者の特
定ができず不明。ただしＮＮＰについては二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第７編 くだもの　いっぱい  1988年10月発行

写真
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1751 あしあと

内山 晟,ＮＮＰ,岩合写真事務所,丹渓,ネイチャープロ,古池信雄の
いずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただ
し内山 晟,ＮＮＰ,岩合写真事務所,丹渓については二次使用許諾取
得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第９編 どうぶつたちの　ふゆ  1988年12月発行

写真

1752 あしあと

内山 晟,ＮＮＰ,岩合写真事務所,丹渓,ネイチャープロ,古池信雄の
いずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただ
し内山 晟,ＮＮＰ,岩合写真事務所,丹渓については二次使用許諾取
得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第９編 どうぶつたちの　ふゆ  1988年12月発行

写真

1753 あなくま

内山 晟,ＮＮＰ,岩合写真事務所,丹渓,ネイチャープロ,古池信雄の
いずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただ
し内山 晟,ＮＮＰ,岩合写真事務所,丹渓については二次使用許諾取
得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第９編 どうぶつたちの　ふゆ  1988年12月発行

写真

1754 うさぎ

内山 晟,ＮＮＰ,岩合写真事務所,丹渓,ネイチャープロ,古池信雄の
いずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただ
し内山 晟,ＮＮＰ,岩合写真事務所,丹渓については二次使用許諾取
得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第９編 どうぶつたちの　ふゆ  1988年12月発行

写真

1755 うさぎ下段

内山 晟,ＮＮＰ,岩合写真事務所,丹渓,ネイチャープロ,古池信雄の
いずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただ
し内山 晟,ＮＮＰ,岩合写真事務所,丹渓については二次使用許諾取
得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第９編 どうぶつたちの　ふゆ  1988年12月発行

写真

1756 うさぎ上段

内山 晟,ＮＮＰ,岩合写真事務所,丹渓,ネイチャープロ,古池信雄の
いずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただ
し内山 晟,ＮＮＰ,岩合写真事務所,丹渓については二次使用許諾取
得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第９編 どうぶつたちの　ふゆ  1988年12月発行

写真

1757 えぞじか

内山 晟,ＮＮＰ,岩合写真事務所,丹渓,ネイチャープロ,古池信雄の
いずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただ
し内山 晟,ＮＮＰ,岩合写真事務所,丹渓については二次使用許諾取
得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第９編 どうぶつたちの　ふゆ  1988年12月発行

写真

1758 えぞしまりす

内山 晟,ＮＮＰ,岩合写真事務所,丹渓,ネイチャープロ,古池信雄の
いずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただ
し内山 晟,ＮＮＰ,岩合写真事務所,丹渓については二次使用許諾取
得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第９編 どうぶつたちの　ふゆ  1988年12月発行

写真

1759 えぞひぐま

内山 晟,ＮＮＰ,岩合写真事務所,丹渓,ネイチャープロ,古池信雄の
いずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただ
し内山 晟,ＮＮＰ,岩合写真事務所,丹渓については二次使用許諾取
得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第９編 どうぶつたちの　ふゆ  1988年12月発行

写真

1760 えぞゆきうさぎ

内山 晟,ＮＮＰ,岩合写真事務所,丹渓,ネイチャープロ,古池信雄の
いずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただ
し内山 晟,ＮＮＰ,岩合写真事務所,丹渓については二次使用許諾取
得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第９編 どうぶつたちの　ふゆ  1988年12月発行

写真

1761 えぞりす下段右

内山 晟,ＮＮＰ,岩合写真事務所,丹渓,ネイチャープロ,古池信雄の
いずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただ
し内山 晟,ＮＮＰ,岩合写真事務所,丹渓については二次使用許諾取
得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第９編 どうぶつたちの　ふゆ  1988年12月発行

写真

1762 えぞりす下段左

内山 晟,ＮＮＰ,岩合写真事務所,丹渓,ネイチャープロ,古池信雄の
いずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただ
し内山 晟,ＮＮＰ,岩合写真事務所,丹渓については二次使用許諾取
得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第９編 どうぶつたちの　ふゆ  1988年12月発行

写真

1763 えぞりす上段

内山 晟,ＮＮＰ,岩合写真事務所,丹渓,ネイチャープロ,古池信雄の
いずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただ
し内山 晟,ＮＮＰ,岩合写真事務所,丹渓については二次使用許諾取
得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第９編 どうぶつたちの　ふゆ  1988年12月発行

写真

1764 きたきつね下段

内山 晟,ＮＮＰ,岩合写真事務所,丹渓,ネイチャープロ,古池信雄の
いずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただ
し内山 晟,ＮＮＰ,岩合写真事務所,丹渓については二次使用許諾取
得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第９編 どうぶつたちの　ふゆ  1988年12月発行

写真
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1765 きたきつね上段

内山 晟,ＮＮＰ,岩合写真事務所,丹渓,ネイチャープロ,古池信雄の
いずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただ
し内山 晟,ＮＮＰ,岩合写真事務所,丹渓については二次使用許諾取
得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第９編 どうぶつたちの　ふゆ  1988年12月発行

写真

1766 きつね

内山 晟,ＮＮＰ,岩合写真事務所,丹渓,ネイチャープロ,古池信雄の
いずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただ
し内山 晟,ＮＮＰ,岩合写真事務所,丹渓については二次使用許諾取
得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第９編 どうぶつたちの　ふゆ  1988年12月発行

写真

1767 たぬき

内山 晟,ＮＮＰ,岩合写真事務所,丹渓,ネイチャープロ,古池信雄の
いずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただ
し内山 晟,ＮＮＰ,岩合写真事務所,丹渓については二次使用許諾取
得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第９編 どうぶつたちの　ふゆ  1988年12月発行

写真

1768 つきのわぐま

内山 晟,ＮＮＰ,岩合写真事務所,丹渓,ネイチャープロ,古池信雄の
いずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただ
し内山 晟,ＮＮＰ,岩合写真事務所,丹渓については二次使用許諾取
得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第９編 どうぶつたちの　ふゆ  1988年12月発行

写真

1769 どうぶつ

内山 晟,ＮＮＰ,岩合写真事務所,丹渓,ネイチャープロ,古池信雄の
いずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただ
し内山 晟,ＮＮＰ,岩合写真事務所,丹渓については二次使用許諾取
得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第９編 どうぶつたちの　ふゆ  1988年12月発行

写真

1770 にほんざる下段

内山 晟,ＮＮＰ,岩合写真事務所,丹渓,ネイチャープロ,古池信雄の
いずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただ
し内山 晟,ＮＮＰ,岩合写真事務所,丹渓については二次使用許諾取
得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第９編 どうぶつたちの　ふゆ  1988年12月発行

写真

1771 にほんざる下段　右

内山 晟,ＮＮＰ,岩合写真事務所,丹渓,ネイチャープロ,古池信雄の
いずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただ
し内山 晟,ＮＮＰ,岩合写真事務所,丹渓については二次使用許諾取
得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第９編 どうぶつたちの　ふゆ  1988年12月発行

写真

1772 にほんざる下段　左

内山 晟,ＮＮＰ,岩合写真事務所,丹渓,ネイチャープロ,古池信雄の
いずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただ
し内山 晟,ＮＮＰ,岩合写真事務所,丹渓については二次使用許諾取
得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第９編 どうぶつたちの　ふゆ  1988年12月発行

写真

1773 にほんざる上段

内山 晟,ＮＮＰ,岩合写真事務所,丹渓,ネイチャープロ,古池信雄の
いずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただ
し内山 晟,ＮＮＰ,岩合写真事務所,丹渓については二次使用許諾取
得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第９編 どうぶつたちの　ふゆ  1988年12月発行

写真

1774 にほんざる上段

内山 晟,ＮＮＰ,岩合写真事務所,丹渓,ネイチャープロ,古池信雄の
いずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただ
し内山 晟,ＮＮＰ,岩合写真事務所,丹渓については二次使用許諾取
得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第９編 どうぶつたちの　ふゆ  1988年12月発行

写真

1775 にほんじか１匹

内山 晟,ＮＮＰ,岩合写真事務所,丹渓,ネイチャープロ,古池信雄の
いずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただ
し内山 晟,ＮＮＰ,岩合写真事務所,丹渓については二次使用許諾取
得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第９編 どうぶつたちの　ふゆ  1988年12月発行

写真

1776 にほんじか２匹

内山 晟,ＮＮＰ,岩合写真事務所,丹渓,ネイチャープロ,古池信雄の
いずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただ
し内山 晟,ＮＮＰ,岩合写真事務所,丹渓については二次使用許諾取
得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第９編 どうぶつたちの　ふゆ  1988年12月発行

写真

1777 やまね

内山 晟,ＮＮＰ,岩合写真事務所,丹渓,ネイチャープロ,古池信雄の
いずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただ
し内山 晟,ＮＮＰ,岩合写真事務所,丹渓については二次使用許諾取
得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第９編 どうぶつたちの　ふゆ  1988年12月発行

写真

1778 ゆき

内山 晟,ＮＮＰ,岩合写真事務所,丹渓,ネイチャープロ,古池信雄の
いずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただ
し内山 晟,ＮＮＰ,岩合写真事務所,丹渓については二次使用許諾取
得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第９編 どうぶつたちの　ふゆ  1988年12月発行

写真
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(1)株式会社フレーベル館発行の「キンダーブック」に掲載された写真、絵、文章等。（別紙1）

№ 題号 著作者 制作・発行元・発行年　等 著作物のジャンル

1779 りす

内山 晟,ＮＮＰ,岩合写真事務所,丹渓,ネイチャープロ,古池信雄の
いずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただ
し内山 晟,ＮＮＰ,岩合写真事務所,丹渓については二次使用許諾取
得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第９編 どうぶつたちの　ふゆ  1988年12月発行

写真

1780 りす下段　右

内山 晟,ＮＮＰ,岩合写真事務所,丹渓,ネイチャープロ,古池信雄の
いずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただ
し内山 晟,ＮＮＰ,岩合写真事務所,丹渓については二次使用許諾取
得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第９編 どうぶつたちの　ふゆ  1988年12月発行

写真

1781 りす下段　左

内山 晟,ＮＮＰ,岩合写真事務所,丹渓,ネイチャープロ,古池信雄の
いずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただ
し内山 晟,ＮＮＰ,岩合写真事務所,丹渓については二次使用許諾取
得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第９編 どうぶつたちの　ふゆ  1988年12月発行

写真

1782 りす上段

内山 晟,ＮＮＰ,岩合写真事務所,丹渓,ネイチャープロ,古池信雄の
いずれかの著作物と思われるが著作者の特定ができず不明。ただ
し内山 晟,ＮＮＰ,岩合写真事務所,丹渓については二次使用許諾取
得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第９編 どうぶつたちの　ふゆ  1988年12月発行

写真

1783 いちまいのずばん
岸田 功,ＮＮＰ,安永一正,ネイチャープロのいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰ,安永
一正については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第１２編 みつばち  1989年3月発行

写真

1784 いろいろなはちみつ６こ
岸田 功,ＮＮＰ,安永一正,ネイチャープロのいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰ,安永
一正については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第１２編 みつばち  1989年3月発行

写真

1785 かふんだんごをうしろあしにつけて
います

岸田 功,ＮＮＰ,安永一正,ネイチャープロのいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰ,安永
一正については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第１２編 みつばち  1989年3月発行

写真

1786 かふんをあつめています
岸田 功,ＮＮＰ,安永一正,ネイチャープロのいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰ,安永
一正については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第１２編 みつばち  1989年3月発行

写真

1787 ならぶすばこ
岸田 功,ＮＮＰ,安永一正,ネイチャープロのいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰ,安永
一正については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第１２編 みつばち  1989年3月発行

写真

1788 ハチ
岸田 功,ＮＮＰ,安永一正,ネイチャープロのいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰ,安永
一正については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第１２編 みつばち  1989年3月発行

写真

1789 ハチ
岸田 功,ＮＮＰ,安永一正,ネイチャープロのいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰ,安永
一正については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第１２編 みつばち  1989年3月発行

写真

1790 ハチ
岸田 功,ＮＮＰ,安永一正,ネイチャープロのいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰ,安永
一正については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第１２編 みつばち  1989年3月発行

写真

1791 はなのみつをあつめています
岸田 功,ＮＮＰ,安永一正,ネイチャープロのいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰ,安永
一正については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第１２編 みつばち  1989年3月発行

写真

1792 みつばち
岸田 功,ＮＮＰ,安永一正,ネイチャープロのいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰ,安永
一正については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第１２編 みつばち  1989年3月発行

写真

129 / 133 ページ



(1)株式会社フレーベル館発行の「キンダーブック」に掲載された写真、絵、文章等。（別紙1）

№ 題号 著作者 制作・発行元・発行年　等 著作物のジャンル

1793 みつばち
岸田 功,ＮＮＰ,安永一正,ネイチャープロのいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰ,安永
一正については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第１２編 みつばち  1989年3月発行

写真

1794 みつばち
岸田 功,ＮＮＰ,安永一正,ネイチャープロのいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰ,安永
一正については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第１２編 みつばち  1989年3月発行

写真

1795 ローヤルゼリー
岸田 功,ＮＮＰ,安永一正,ネイチャープロのいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰ,安永
一正については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第１２編 みつばち  1989年3月発行

写真

1796 成長過程３カット
岸田 功,ＮＮＰ,安永一正,ネイチャープロのいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰ,安永
一正については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第１２編 みつばち  1989年3月発行

写真

1797 幼虫２匹
岸田 功,ＮＮＰ,安永一正,ネイチャープロのいずれかの著作物と思
われるが著作者の特定ができず不明。ただし岸田 功,ＮＮＰ,安永
一正については二次使用許諾取得済。

フレーベル館『2-観察　キンダーブック』第４３集
第１２編 みつばち  1989年3月発行

写真
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(2)モデル雅子さん出演作品である写真、コピー、CMの音楽、ナレーション・出演者等。（別紙2）

№ 題号 著作者

1 化粧品カタログ「SHISEIDO BEAUTY BOOK」
1986年 冬号　p8～p9見開き写真

薮下 修
（カメラマン）
※推定

制作：資生堂
協力：博報堂、W&K

1986年

2 化粧品カタログ「SHISEIDO BEAUTY BOOK」
1986年 冬号　p20～p21見開き写真

薮下 修
（カメラマン）
※推定

制作：資生堂
協力：博報堂、W&K

1986年

3 ファッション雑誌「流行通信」
1985年７月号 p87「ふしぎの国のシンデレラ」における写真

吉村 則人
（カメラマン）

株式会社流行通信
（現・INFASパブリケーションズ）発行

1985年

4

ファッション雑誌「Caraway」
1989年８月号 p60
「涼やかに、シーンに合わせたシンプルなアレンジヘア」
における写真

高橋 仁己
（カメラマン）

文化出版局　発行 1989年

5 ファッション雑誌「美しいキモノ」
1998年秋号 p32 「秋の月……」における写真

大倉 舜二氏
（カメラマン）

現・ハースト婦人画報社　発行 1998年

6 ファッション雑誌「美しいキモノ」
1999年秋号 p266 「長板中形」における写真

高橋 曻氏
（カメラマン）

現・ハースト婦人画報社　発行 1999年

7 ファッション雑誌「美しいキモノ」
2000年夏号 p28 「紗合わせのエレガンス」における写真

増淵 達夫氏
（カメラマン）

現・ハースト婦人画報社　発行 2000年

8
ファッション雑誌「Avenue」
1987年２月号 p41
 「可憐にヘップバーン化粧（メーク）」における写真

橋本 祐治氏
（カメラマン）

世界文化社　発行 1987年

9
宣材写真
※推定
1枚目

不明

紙焼き写真本体。
デビュー当初の事務所
「ナウ・ファッション・エージェンシー」の
宣材写真と思われるもの。

1984年
※推定

10
宣材写真
※推定
2枚目

不明

紙焼き写真本体。
デビュー当初の事務所
「ナウ・ファッション・エージェンシー」の
宣材写真と思われるもの。

1984年
※推定

11 「サッポロビール」街頭垂れ幕広告
（1985年）における写真

不明

1985年1月27日撮影
紙焼き写真本体
広告主：サッポロビール
広告代理店・制作会社・撮影者など不明

1985年

12 「今宵、可愛い妖精になる」
不明
（コピーライター）

1986年 冬号
「SHISEIDO BEAUTY BOOK」
制作：資生堂
協力：博報堂、W&K

1986年

制作・発行元・発行年　等
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(2)モデル雅子さん出演作品である写真、コピー、CMの音楽、ナレーション・出演者等。（別紙2）

№ 題号 著作者 制作・発行元・発行年　等

13 「若い肌、冬をみずみずしく」
不明
（コピーライター）

1986年 冬号
「SHISEIDO BEAUTY BOOK」
制作：資生堂
協力：博報堂、W&K

1986年

14 「美しさは、こうしてつくられる」
不明
（コピーライター）

1989年 秋号
「Shiseido Beauty Book '89 Autumn」
制作：資生堂
協力：博報堂、W&K、DK

1989年

15 【テレビCM　1985年　オッペン化粧品
「スペクタスメークアップセット ／ 人形篇」30秒】の背景音楽

不明
広告主：オッペン化粧品
広告代理店：電通関西支社
広告制作会社：東映CM関西支社

1985年

16
【テレビCM　1985年　オッペン化粧品
「スペクタスメークアップセット ／ 人形篇」30秒】
の女声ナレーター

ナレーター
氏名・連絡先等不明

広告主：オッペン化粧品
広告代理店：電通関西支社
広告制作会社：東映CM関西支社

1985年

17
【テレビCM　1985年　グリコ協同乳業
「モカアンドブルーマウンティン」「ハコイリムスメ篇」15秒】
の男声ナレーター

ナレーター：
佐々木つとむ氏
連絡先不明

広告主：グリコ協同乳業
（現：江崎グリコ）
広告代理店：電通
広告制作会社：電通映画社
（現：電通クリエーティブＸ）

1985年

18
【テレビCM　1985年　グリコ協同乳業
「モカアンドブルーマウンティン」「ハコイリムスメ篇」15秒】
の女声ナレーター

ナレーター：
新妻路子氏
連絡先不明

広告主：グリコ協同乳業
（現：江崎グリコ）
広告代理店：電通
広告制作会社：電通映画社
（現：電通クリエーティブＸ）

1985年

19 【テレビCM　1984年　服部セイコー
「ティセ／お嬢さまのウォッチ」15秒】の共演者・学生役

共演者：学生役
氏名・連絡先　不明

広告主：服部セイコー
（現：セイコーウォッチ）
広告代理店：第一企画
（現：ＡＤＫ）
広告制作会社：日本天然色映画
（現：Soda!コミュニケーションズ）

1984年

20 【テレビCM　1984年　服部セイコー
「ティセ／お嬢さまのウォッチ」15秒】の共演者・車夫役

共演者：車夫役
氏名・連絡先　不明

広告主：服部セイコー
（現：セイコーウォッチ）
広告代理店：第一企画
（現：ＡＤＫ）
広告制作会社：日本天然色映画
（現：Soda!コミュニケーションズ）

1984年

21 【テレビCM　1984年　服部セイコー
「ティセ／お嬢さまのウォッチ」15秒】のナレーター

共演者：ナレーター
氏名・連絡先　不明

広告主：服部セイコー
（現：セイコーウォッチ）
広告代理店：第一企画
（現：ＡＤＫ）
広告制作会社：日本天然色映画
（現：Soda!コミュニケーションズ）

1984年

22 【テレビCM　1990年　ツムラ（現：(株)バスクリン）
「クールバスクリン　楽園の美女篇」30秒】の女声ナレーター

ナレーター：
鈴木さえ子氏
連絡先不明

広告主：ツムラ
（現：(株)バスクリン）
広告代理店：電通
広告制作会社：井出プロダクション
（現：FLACOCO）

1990年

23
【テレビCM　1990年　ツムラ（現：(株)バスクリン）
「クールバスクリン　楽園の美女篇」30秒】
最後の企業ＣＩ部分のナレーションの男声ナレーター

ナレーター：
氏名・連絡先等不明

広告主：ツムラ
（現：(株)バスクリン）
広告代理店：電通
広告制作会社：井出プロダクション
（現：FLACOCO）

1990年

24 【テレビCM　1995年　日清食品
「日清ごんぶと食いっぷり篇」15秒】の共演者・子役

共演者：森大輔
制作当時
「東京宝映テレビ
（現・宝映テレビプロダク
ション）」に所属

広告主：日清食品
広告代理店：博報堂
広告制作会社：モーニング
（現・ＴＹＯ）

1995年
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(3)英文、また大学入試問題に使用された和文・英文。（別紙3）

№ 題号・冒頭　等 著作者 巻号・発行年・発行元　等

1 ”The poorest of the poor” by Carol Christian Carol Christian 1978, The Macmillan Press Ltd.

2 ”Venezuela Bursting with Orchestras” by Chefi Borzacchini Chefi Borzacchini 2004, Banco Del Caribe

3 "The Problem We Still Live with" by Ruby Bridges Ruby Bridges
November 14, 2010
Washington Post

4

不明
＜冒頭＞For the past couple of years I have been watching the TV program
of  "Classical Music on Sunday" with great pleasure. It has been one of the
very few programs

不明

2017年度 前期
群馬大
理工(化学・生物化、機械知能シス、環境創生理工、電子情
報理工、総合理工）
の入試問題
英語（英文）大問２(B)

5
不明
＜冒頭＞"Star pupil finds lost Mayan city by studying ancient charts of the
night sky from his bedroom" by Telegraph Reporters

不明

2017年度 前期
愛知教育大
教育(特別支援学校、中等教育、養護教諭、初等教育、中等
教育、初等教育、現代学芸）の入試問題
英語（英文）大問1

6
不明
＜冒頭＞"America at the Dawn of a New Millennium"　by Waldyr Lima
(Editor in Chief)

不明

2017年度 前期
愛媛大
法文、社会共創、工
の入試問題
英語（英文）大問3

7

不明
＜冒頭＞”A Beginner's Guide to Bird Watching for”
Bird watching is a rather low key, but thoroughly enjoyable hobby that is
practiced in many countries around the world. Bird watchers venture out
into natural areas to spot new

不明

2017年度 前期
静岡文化芸術大
外国語
の入試問題
英語（英文）大問2

8
不明
＜冒頭＞運動は好きか嫌いかといわれたら好きなほうだと思う。テレビドラ
マは全く見ないが、スポーツ番組は野球、サッカー、ゴルフ

不明

2017年度 前期
大阪府立大
現代システム(知識情報システム、マネジメント、環境シス
テム）、生命環境(獣医学類、応用生命科学、緑地環境科
学、自然科学類）、地域保健(看護学類、総合リハビリ、教
育福祉学類）
の入試問題
英語（和文）大問2
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