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(57)【要約】
【課題】　カード型の絵本であって、絵本としても紙芝
居玩具としても使用でき、更に各ページを構成するカー
ド体を互いに嵌め合わせ可能とした、幼児の知育発育を
促すことのできる新規なカードブックを提供する。
【解決手段】　複数のカード体10を備え、該カード体10
の各辺には凸部11又は凹部12が形成されると共に、該カ
ード体10には貫通孔13が形成され、該カード体10の表面
には絵柄31が、裏面には文字等が描かれているカードブ
ック1とする。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のカード体を備え、該カード体の各辺には凸部又は凹部が形成されると共に、該カ
ード体には貫通孔が形成され、
　該カード体の表面には絵柄が、裏面には文字等が描かれていることを特徴とするカード
ブック。
【請求項２】
　前記カード体の裏面にはカード体の配列順を定める記号が記載されていることを特徴と
する請求項１に記載のカードブック。
【請求項３】
　前記カード体の所定辺の凸部又は凹部は、次配列となる他のカード体の同位置辺と対向
する辺の凹部又は凸部と嵌合することを特徴とする請求項１又は２に記載のカードブック
。
【請求項４】
　前記カード体の裏面には、当該カード体の表面に描かれた絵柄の内容を説明する文字が
記載されていることを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれかに記載のカードブック
。
【請求項５】
　前記カード体の裏面には、次配列となる他のカード体の表面に描かれた絵柄の内容を説
明する文字が記載されていることを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれかに記載の
カードブック。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、カードブックに関し、更に詳しくは、ジグソーパズルのピース型カードを複
数枚備えたカードブックに関する。
【背景技術】
【０００２】
　発育期の幼児や低学年児童の知育を促すための絵本や知育カードが種々提供されている
。一般に幼児用絵本は、ある程度剛性を備えた厚紙を開閉可能に連結して、その見開き面
に種々の絵柄や物語を描いたものであり、ページを開くと絵柄が立体的に飛び出す絵本や
、ページの一部に穴を開け、ページをめくった時の意外な変化を楽しむ型抜き絵本など、
視覚的興趣に富んだものがある。また、布製で作られた絵本もあり、文字を縫い込んだり
、マジックテープ（登録商標）で絵柄をつけ外しができるようにした布製絵本など、触覚
的興趣に富んだものが提供されている。
【０００３】
　また、読み聞かせによって知育を促すために紙芝居として使用できるように構成した絵
本があり、例えば、絵本の中央部を完全に折り返すことができる構造とした絵本が提案さ
れている（例えば、特許文献１参照）。この絵本では、ページを完全に折り返すことがで
きるので、１人で楽しむのはもちろん紙芝居のように読み聞かせができるため複数人数で
楽しむことができる。
【０００４】
　一方、従来からジグソーパズルで代表される嵌め絵玩具が知育玩具として知られており
、ジグソーパズル付き絵本が種々提供されている。例えば、パズルシートと台紙シートか
ら成る紙葉の組を複数枚合紙した絵本が提案されている（例えば、特許文献２参照）。
【特許文献１】特開２０００－１１８１６６号公報
【特許文献２】特開２００６－１３０６６１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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　上記した如く、種々の絵本が提供されているが、絵本として楽しむのはもちろん、知育
発育を促すことのできる新たな趣向を備えた絵本が求められている。
　本発明はこのような要求に応え、カード型の絵本であって、絵本としても紙芝居玩具と
しても使用でき、更に各ページを互いに嵌め合わせ可能とした、幼児の知育発育を促すこ
とのできる新規なカードブックを提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、複数のカード体を備え、該カード体の各辺には凸部又は凹部が形成されると
共に、該カード体には貫通孔が形成され、該カード体の表面には絵柄が、裏面には文字等
が描かれていることを特徴とするカードブックに関する。
【０００７】
　本発明において、前記カード体の裏面にはカード体の配列順を定める記号が記載されて
いることが好ましい。
【０００８】
　また、前記カード体の所定辺の凸部又は凹部は、次配列となる他のカード体の同位置辺
と対向する辺の凹部又は凸部と嵌合することが好ましい。
【０００９】
　本発明において、前記カード体の裏面には、当該カード体の表面に描かれた絵柄の内容
を説明する文字又は次配列となる他のカード体の表面に描かれた絵柄の内容を説明する文
字が記載されていることが好ましい。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明のカードブックによれば、複数のカード体の貫通孔に綴じ具を挿通させて絵本と
して楽しむことはもちろん、紙芝居として複数人数で楽しむことができると共に、各カー
ド体を綴じ具から外して相互に嵌め合わせてジグソーパズルとして遊ぶことができるため
、幼児の知育発育を促すことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　本発明に係るカードブックは、略矩形状の厚紙の隣接する二辺に凸部を、残る隣接した
二辺に凹部を設けるようにして、各辺に凸部又は凹部を形成したジグソーパズルのピース
の形状をしたカード体を複数枚備えて構成されている。当該カード体の表面には絵柄が描
かれ、裏面にはカード体の配列順を定める記号が記載されると共に、カード体の所定辺の
凸部又は凹部は、次配列となる他のカード体の同位置辺と対向する辺の凹部又は凸部との
み嵌合する形状としている。また、カード体の一隅角近傍には貫通孔を設け、カード体を
複数枚重ねてこの貫通孔に綴じ具を挿通させることにより一冊にまとめることができ、綴
じ具を外したときは、カード体の所定の凸部又は凹部を次配列となる他のカード体の所定
の凹部又は凸部に嵌合させてジグソーパズルとして使用することができるものである。
【実施例】
【００１２】
　以下、本発明のカードブックの一実施形態について図面を参照して詳細に説明するが、
本発明は、本実施形態に何ら限定されるものではない。尚、本発明において、「上」「下
」「左」「右」は本発明のカードブックを正面から見たときの方向に従うこととする。
【００１３】
　図１は本発明に係るカードブックを構成するカード体の正面図であり、図２は本発明に
係るカードブックの正面図であり、図３は本発明に係るカードブックを開いた状態を示す
図である。図４はカード体を横列配列した状態を示す図である。そして、図５はカード体
を縦横配列した状態を示す図である。
【００１４】
　本実施形態のカードブックは、図１に示したカード体10を複数枚備えるものである。該
カード体10は、略矩形状の厚紙の各辺に凸部11又は凹部12を形成して成り、該凸部11及び
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凹部12は一枚のカード体10にそれぞれ２個ずつ形成され、全体でジグソーパズルのピース
の形状を成している。
【００１５】
　本実施形態において、カード体10の隣接する二辺に凸部11が、残る隣接した二辺に凹部
12が形成される。つまり、図１に示したように、カード体10の上辺を成す第１の辺21とこ
れに隣接する右辺を成す第２の辺22に凸部11がそれぞれ形成され、該第１の辺21に対向す
るカード体10の下辺を成す第３の辺23とこれに隣接する左辺を成す第４の辺24に凹部12が
それぞれ形成されている。
【００１６】
　また、カード体10には所定辺の近傍に少なくとも１つの貫通孔13が形成され、本実施形
態のカード体10においては、第１の辺21と第４の辺24で形成される隅角近傍に貫通孔13が
形成されている。
【００１７】
　カード体10の両面には絵柄や文字等が描かれており、一面には任意の絵柄が描かれ、他
面には文字やカード体10の配列順を定める記号が記載されている。本実施形態において、
図２及び図３に示したように、表面には絵柄31が描かれ、裏面にはカード体10の配列順を
定める記号32と配列順として次に配列される次配列のカード体10の表面に描かれた絵柄31
の内容を説明する文章などの文字33が描かれている。
【００１８】
　従って、本発明は、カード体10を複数枚重ね、貫通孔13に環状の綴じ具2を挿通させる
ことによりカード体10を一冊にまとめ、カードブック1とすることができるものであり、
このカード体10をカード体10の裏面に記載されている記号32の順に重ね、貫通孔13に綴じ
具2が挿通した状態でカード体10をページをめくるように裏返すと、絵柄31を見ながらそ
の絵の内容を説明する文字33を読むことができるものである。
【００１９】
　また、カード体10に形成される凸部11は、各カード体10の凸部ごとにそれぞれ幅、突出
量、先端の湾曲率などの形状、及びこの凸部の形成位置として辺の中央からのずれ量など
が異なる。そして、凹部12も同様であり、各カード体10の凹部ごとにそれぞれ幅、陥凹量
、先端の湾曲率などの形状、及びこの凹部の形成位置として辺の中央からのずれ量などが
異なる。このように構成することにより、本発明のカードブック1をジグソーパズルとし
て使用することができる。
【００２０】
　即ち、カード体10の所定辺に形成された凸部11及び凹部12は、次配列のカード体10にお
ける同位置辺と対向する辺の凹部12又は凸部11とのみ嵌合するようにその形状及び形成位
置が定められている。例えば、カード体10の第２の辺22に形成された凸部11は、次配列と
なる他のカード体10の第４の凹部12と嵌合するように構成されている。
【００２１】
　従って、カード体10を互いに連結してジグソーパズルのように組み立てることができる
。また、カード体10の凸部11及び凹部12により、カード体10の表面に描かれた絵柄31の方
向性を保ち、且つ絵柄31が物語を構成するストーリーを成す場合は、その連続性を保つこ
とができる。
【００２２】
　本実施形態のカードブック1は、カード体10の第２の辺22に形成された凸部11が次配列
のカード体10の第４の辺24に形成された凹部12と嵌合するように構成されており、図４に
示したように、横列配列することができる。所定のカード体10の凸部11又は凹部12に嵌合
する凹部12又は凸部11を有しているカード体10は１枚のみであるため、ジグソーパズルを
作成する楽しみもあり、更に知的発育を促すことができる。
【００２３】
　また、図５に示したように、カード体10を縦横配列できるように凸部11及び凹部12を構
成すると、より複雑なジグソーパズルとすることができる。この場合、横列配列可能なよ
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うにカード体10の左右の辺に形成される凸部11及び凹部12の形状及び形成位置を定めると
共に、縦列配列可能なようにカード体10の上下の辺に形成される凸部11又は凹部12の形状
及び形成位置も定める。
【００２４】
　即ち、ｍ×ｎ枚のカード体10より成るカードブック1を、横列にｎ枚配列し、縦列にｍ
枚配列する場合、１枚目のカード体10の右辺側に少なくとも２枚目以降ｎ枚目までのカー
ド体10が各々嵌合するように、各カード体10の左右の辺の凸部11又は凹部12の形状及び形
成位置を定める。
【００２５】
　そして、１枚目のカード体10の第３の辺23の凸部11又は凹部12にｎ＋１枚目のカード体
10の第１の辺21の凹部12又は凸部11が、ｎ＋１枚目のカード体10の第３の辺23の凸部11又
は凹部12に２ｎ＋１枚目のカード体10の第１の辺21凹部12又は凸部11が、それぞれ嵌合す
るように各凸部11及び凹部12の形状及び形成位置を定め、順次、（ｍ－１）ｎ＋１枚目の
カード体10まで縦列配列できるように互いのカード体10の凸部11及び凹部12の形状及び形
成位置を定めておく。同様に、２枚目のカード体10には、ｎ＋２，２ｎ＋２，・・・，（
ｍ－１）ｎ＋２枚目のカード体10が順次嵌合するように構成し、ｎ枚目のカード体10には
２ｎ，３ｎ，・・・，ｍ×ｎ枚目のカード体10が順次嵌合するように構成する。
【００２６】
　つまり、図５に示したように、１２枚のカード体10を縦に３列、横に４列並べる場合、
１枚目のカード体C1の第２の辺22の凸部11と２枚目のカード体C2の第４の辺24の凹部12、
２枚目のカード体C2の第２の辺22の凸部11と３枚目のカード体C3の第４の辺24の凹部12、
３枚目のカード体C3の第２の辺22の凸部11と４枚目のカード体C4の第４の辺24の凹部12と
が互いに嵌合するように各々の凸部11及び凹部12の形状及び形成位置を定めている。そし
て、１枚目のカード体C1の第３の辺23の凹部12には５枚目のカード体C5の第１の辺21の凸
部11のみが、５枚目のカード体C5の第３の辺23の凹部12には９枚目のカード体C9の第１の
辺21の凸部11のみが、そして、２枚目のカード体C2の第３の辺23の凹部12には６枚目のカ
ード体C6の第１の辺21の凸部11のみが嵌合するように、全てのカード体の凸部11及び凹部
12の形状を定める。
【００２７】
　また、４枚目のカード体C4の第２の辺22の凸部11と５枚目のカード体C5の第４の辺24の
凹部12、及び、８枚目のカード体C8の第２の辺22の凸部11と９枚目のカード体C9の第４の
辺24の凹部12とがそれぞれ嵌合するように構成しておくと、図４に示したような横列配列
をすることも可能となる。
【００２８】
　そして、図示しないが、１枚目のカード体C1の第３の辺23の凹部12に２枚目のカード体
C2の第１の辺21の凸部11が嵌合し、順次、３枚目以降のカード体も前配列のカード体の第
３の辺23に嵌合するように構成しておけば、カード体を縦方向に配列することができるも
のである。
【００２９】
　上記の構成のカード体10を備えたカードブック1とすることで、各カード体10を重ねて
綴じ具2によりまとめると、絵本として使用することができると共に、各カード体10を綴
じ具から外すことによりジグソーパズルとして遊ぶ楽しみも提供することができる。
【００３０】
　また、カード体10の表面に描く絵柄31を、順次関連のある絵柄としたり、物語の場面を
連続的に描いたものとすると、楽しみながら知育を促すことができる。例えば、図２乃至
図５に示したように、１２枚で構成されるカードブック1において、１枚目のカード体C1
の表面に１月の行事を連想させる絵柄31を描き、２枚目以降も２月から１２月までの行事
を連想させる絵柄31を描いておく。そして、１枚目のカード体C1の裏面には２月の行事を
描いた２枚目のカード体C2の絵柄31を説明する文字33を記載し、２枚目以降も順次、次の
カード体の絵柄を説明する文字を記載する。このように構成しておくと、絵本としての楽
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できる。
【００３１】
　更に、本発明のカード体10は、裏面の文字33はその表面の絵柄31に対応した文字33であ
っても良い。表面の絵柄31の内容を説明する文章などの文字33をそのカード体10の裏面に
記載することで、綴じ具2を外したカード体10を用いて紙芝居のように対面して話を聞か
せることができる。
【００３２】
　また、貫通孔13はカード体10を綴じ具2で綴じたときにカード体10を開閉可能であれば
良く、例えば、カード体10をサイズを大きくして構成する場合は複数個備えると、安定し
てカード体10をめくることができる。貫通孔13を複数個備える場合は、カード体10のめく
り易さを考慮して、凹部12が形成された辺に沿って形成するのが好ましい。
【００３３】
　更に、本発明のカードブック1を構成するカード体10は、厚紙に限らず、コルク板、木
板、プラスチック板などの板材を使用することもできる。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明に係るカードブックを構成するカード体の正面図である。
【図２】本発明に係るカードブックの正面図である。
【図３】本発明に係るカードブックを開いた状態を示す図である。
【図４】カード体を横列配列した状態を示す図である。
【図５】カード体を縦横配列した状態を示す図である。
【符号の説明】
【００３５】
１　　　カードブック
２　　　綴じ具
１０　　カード体
１１　　凸部
１２　　凹部
１３　　貫通孔
２１　　第１の辺
２２　　第２の辺
２３　　第３の辺
２４　　第４の辺
３１　　絵柄
３２　　記号
３３　　文字
Ｃ１～Ｃ６、Ｃ８、Ｃ９　カード体
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(8) JP 2009-948 A 2009.1.8

【図５】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

