
平成25年度　おもちゃ収蔵資料一覧

№ 資料名 Ｗ Ｈ Ｄ 材質 年代 国名 製作者 分類 注記 画像

1 ＭＯＴＨＥＲ　ＢＯＯＫ 180 2 125 紙 昭和24年 日本 中原淳一 その他

24ページ。『ひまわり』昭和24年5月
号付録。アメリカから入った「母の
日」の紹介。1冊で母親への感謝や
関わり方についてメモや写真添付
ができるようになっている。プレゼ
ントのつくり方のパターン付き

2 子供歌ちんわんぶし 250 370 紙 明治31年 日本 松野米治郎 刷り物

「ちんわんぶし」は江戸時代末から
明治時代にかけて子どもの間に流
行した遊び歌。「ちんわんの歌謡」
とも。「ちんわん、ねこにゃあ…」で
はじまる

3 テディベア（からくり） 300 500 300
木、真
鍮、そ
の他

2013年 日本 原田和明 からくり
「二象舎」原田和明氏（山口市在
住）はキャバレーメカニカルシア
ターの一員

4 ドットアニマルズモビール 120 85

ＭＤＦ、
紙、糸、
アクリ
ル

2013年 日本 関野倫宏 その他
岡山県西粟倉の玩具作家。サイズ
はパーツ一片

5 どうぶつモビール 120 2 100
木、ゴ
ムテグ
ス

2013年 日本 糸日谷晃 その他
岡山県美作市在住の造形作家。ゴ
ムテグスでバランスが自由に変え
られる

6 魔法使いのモビール 80 23
ＭＤＦ、
紙、糸

2013年 日本 若林孝典 その他 岡山県美作市在住の玩具作家
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7 キングダムビルダー 295 85 295
紙・その
他

2011年 ドイツ クイーンゲームス ゲーム
2013年度人形交流の資料。2012
年度ドイツゲーム大賞受賞作品

8 サブゴーザ子爵 145 230 115
プラス
チック

2013年 ブラジル grow 人形・動物

箱書は「boneco do visconde」（子
爵人形）。ブラジルの女の子エミリ
アを主人公にした人気漫画、アニ
メのサブキャラクター。トウモロコシ
姿の子爵。クイズの小冊子付。答
えは青色で書かれており、虫眼鏡
越しに見ると、赤・黄色を透過して
青だけがみられるようになっている

9 アニア　アフリカゾウ 80 55 50
PVC・
ABS

2013年 日本 タカラトミー 人形・動物
小学館の図鑑NEO「動物」とコラボ
企画。箱に動物の生態紹介（図鑑
カード付）。鼻が動く

10 アニア　トラ 90 40 20
PVC・
ABS

2013年 日本 タカラトミー 人形・動物
小学館の図鑑NEO「動物」とコラボ
企画。箱に動物の生態紹介（図鑑
カード付）。口が開く

11 アニア　カバ 85 40 30
PVC・
ABS

2013年 日本 タカラトミー 人形・動物
小学館の図鑑NEO「動物」とコラボ
企画。箱に動物の生態紹介（図鑑
カード付）。口が開く

12
シルバニアファミリーズ　森のようちえ
ん　わくわくようちえんバス　ギフトセッ
ト

205 125 100
PVC・
ABS他

2013年 日本 エポック社 人形・動物

トイザらスオリジナル。シフォンイヌ
のお父さん（オリジナル制服）、ショ
コラウサギ、くるみリス、シカの赤
ちゃん（オリジナル園服）、バス、ピ
クニック用品付
サイズは車の大きさ
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13 日本早めぐりゲーム 757 263 紙 昭和28年 日本 小学館 ゲーム

鳥取出身のアニメーター、童画家
の森康二の画。鳥取の絵はサンド
スキー。裏は「カバ大王ボールとり
ゲーム」。『小学五年生』二月号付
録

14 ビューマスターリール 90 90 紙、他 1950年代 アメリカ ソーヤー 光学玩具

「赤ずきん」、「ジャックと豆の木」、
「ヘンゼルとグレーテル」の1枚ず
つ。3枚とも場面解説付。人形アニ
メ作品

15 新案なぞなぞ集 170 120 紙 明治34年 日本 錦耕堂 刷り物

なぞかけ集。30個のなぞかけが１
頁３個ずつ掲載。奥付「明治三十
四年六月　日印刷兼発行者日本
橋区馬喰丁二丁目九バンチ荒川コ
マ」

16
Ｔｈｅ　Ｗｏｒｌｄ　ｏｆ　Ｔｏｍｏｒｒｏｗ　Ｎｅｗ
Ｙｏｒｋ　Ｗｏｒｌｄ’s　Fair

170 10 130 紙 1940年代 アメリカ 光学玩具

6枚綴りのピープショー。表紙から
のぞくと遠近感のある絵が見られ
る。ニューヨークとあるが、ワシント
ン記念塔が6枚目に表れる

17 民族人形　中国 80 190 50
プラ、そ
の他

1980年代 アメリカ
マダム・アレキサン
ダー

人形・動物
姑娘（クーニャン）姿。帽子付。着
せ替え可。自立可。スリープアイ

18 ロココ・モーツァルト 50 140 25 プラ、他 1960年代 西ドイツ 人形・動物
肩可動。スリープアイ。着せ替え不
可
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19 江戸妖怪かるた 200 30 140 紙 2013年 日本 国書刊行会 ゲーム
多田克己編。カード96枚、解説書
付

20 ｃｈａｒｌｉｅ 110 210 130
ブリキ、
他

1960年代 日本 人形・動物
ピエロがドラムセットで演奏する。
単1電池2個。動作確認済み

21 ｍoｔｈｅｒ　ｂｅａｒ 115 225 175
ブリキ、
他

1960年代 日本 増田貿易 人形・動物

ロッキングチェアに揺られて編み物
をする（編み物のように揉み手をす
る動き）。単1電池2個。動作確認済
み

22 幼稚園玩弄動物雛形 250 370 紙 明治27年 日本 松野米次郎 刷り物

たぬき、ねこ、ちん、いぬ、とら、う
さぎの上半身と下半身（はら）の貼
り型。とらのみ尾もついている。越
米版

23 郵便はがき（馬の玩具） 140 90 紙
昭和5年
か

日本 その他

全15枚とも馬の玩具で遊ぶ子供が
描かれている。１木馬２臼と杵の馬
３シザークランク馬の兵隊４木馬５
竹馬６馬のスケッチ７馬の引き車８
サンタと馬の引き車９木馬１０馬の
ひもつけ１１馬車１２馬玩具のス
ケッチ１３馬の引き車１４馬の引き
車１５木の馬

24 美術手帖4月号増刊　特集　おもちゃ 148 13 210 紙 昭和40年 日本 美術出版社 その他

澁澤龍彦、瀧口修造、柳宗理、剣
持勇、渡辺力、由良玲吉、伊藤隆
道、戸村浩、岡本太郎、山中成
夫、河合豊彰、秋岡芳夫、寺内定
夫　執筆
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25
新案教育　幼稚園技芸用　折りたゝみ
繪

155 18 110 紙 明治時代 日本 国華堂 刷り物

箱（裏に「国華堂」の印あり）、封筒
（「京都京橋さくら井屋版」とあり、
別物か）付。閉じ→開きの順、上下
2点で1枚・サカヅキ→スモウトリ・カ
ブナ→エビスノメン・コマ→テンジン
サマ・センス→ツル　ヒノデ・トウナ
ス→タヌキ・イヌ→カラ子・テンテン
タイコ→ガクタイ・チョーチョ→キク
ノハナ

26
点とり五種ゲーム（少年倶楽部第22巻
第10号付録）

297 227 紙 昭和10年 日本 大日本雄弁会講談社 刷り物

『少年倶楽部』第二十二巻第十号
付録。ハイキングゲーム（村上松
次郎画）、飛越しゲーム（吉川正一
画）、高地占領ゲーム（伊藤幾久造
画）、力くらべ旗取りゲーム（大槻さ
だを画）、新ルートゲームの5種
ボードゲーム。裏表紙「三星えの
ぐ」「トンボ鉛筆」の広告

27 来らんしょ　午（赤）（中湯川人形） 53 65 55 土 2013年
日本
福島県

青柳守彦 郷土玩具
「来らんしょ」とは「どうぞおいでくだ
さい」の意

28 来らんしょ　午（青）（中湯川人形） 53 65 55 土 2013年
日本
福島県

青柳守彦 郷土玩具
「来らんしょ」とは「どうぞおいでくだ
さい」の意

29 豆招き　午（赤）（中湯川人形） 30 45 35 土 2013年
日本
福島県

青柳守彦 郷土玩具 招き干支シリーズ

30 豆招き　午（青）（中湯川人形） 30 45 35 土 2013年
日本
福島県

青柳守彦 郷土玩具 招き干支シリーズ
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31 春駒持ち（中湯川人形） 70 95 52 土 2013年
日本
福島県

青柳守彦 郷土玩具 童子が春駒を背負う

32 木地玩具　午こま 115 140 75 木 2013年
日本
宮城県

鎌田孝志 郷土玩具 分割されて2つの独楽になる

33 だるま乗り　午（江戸張子） 130 115 60 紙 2013年
日本
東京都

いせ辰 郷土玩具 だるま乗り干支シリーズ

34 干支奴　午（江戸張子） 80 70 85 紙 2013年
日本
東京都

いせ辰 郷土玩具 干支奴シリーズ

35 飾り馬（小幡土人形） 165 150 60 土 2013年
日本
滋賀県

細居源悟 郷土玩具
「小幡でこ」とも呼ばれる。原色を
用いた鮮やかさが特徴

36 馬方三吉（小幡土人形） 105 11 60 土 2013年
日本
滋賀県

細居源悟 郷土玩具

人形浄瑠璃（歌舞伎等）「恋女房染
分手綱」の登場人物。重の井と三
吉が親子の名乗りをできずに分か
れる
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37 勝ち馬（六原張子） 120 145 65 紙 2013年
日本
岩手県

さわはん工房 郷土玩具

明治44年生の初代が昭和30年代
に裏張り技法を考案。お面、干支
人形、縁起物、招き猫、雛人形、起
き上がりなど百種類以上制作

38 みみずく（川越張子） 40 68 40 紙 2013年
日本
埼玉県

工房もんも 郷土玩具 疱瘡除け、赤物玩具のひとつ

39 光の超戦士　ウルトラマンギンガ 115 230 45
PVC、
ABS

2013年 日本 バンダイ マスコミ玩具
ウルトライブ対応（サイン読み取
り）。カラータイマーと目が発光

40 サウンド戦士　仮面ライダー鎧武 105 210 45
PVC、
ABS

2013年 日本 マルカ マスコミ玩具 打撃音が鳴り、手足を動かせる

41 RCナノファルコン 140 205 72 ABS 2013年 日本 CCP 乗り物
世界で一番小さい（発売時）赤外
線コントロールヘリコプター

42 木版手染ぬいぐるみ　未 110 70 60 布他 2013年
日本
岐阜県

真工藝 郷土玩具
飛騨高山の工房。干支の他、地元
の鳥獣をモデルにする
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43 わら馬（わら細工） 145 145 25 わら 2013年
日本
宮崎県

たくぼ 郷土玩具
高千穂のわら細工。「日本市」とコ
ラボレーション企画した新しい郷土
玩具

44 ポーランド民族衣装人形 180 110 480 布他 1980年代 ポーランド 人形・動物

寄贈者（元ポーランド国籍）の母親
が、孫の誕生時に贈る。マジョルカ
地方の民族衣装か。スリープアイ。
着せ替え不可

45 ポーランド民族衣装人形 140 440 70 布他 1980年代 ポーランド 人形・動物

寄贈者（元ポーランド国籍）の母親
が、孫の誕生時に贈る。南部周辺
の民族衣装か。スリープアイ。着せ
替え不可

46 ポーランド民族衣装人形 130 320 60 布他 1980年代 ポーランド 人形・動物

寄贈者（元ポーランド国籍）の母親
が、孫の誕生時に贈る。マジョルカ
地方の民族衣装か。眼は閉じな
い。着せ替え不可

47 SPINPIN GAME 900 70 450 木 昭和初期 不明 ゲーム
寄贈者（神戸市在住）の弟らが子
どもの頃遊んでいた。糸引独楽で
ピンを倒し、点数を競う。

48 源平旗遊 900 200 210
木、布、
紙

昭和初期 日本 ゲーム

源平（白・赤）に分かれてサイコロ
の目によって奪い合う旗の大きさ
で点数を競う。金沢市に古くから伝
わる伝統ゲームの大型セット。同
封の手書き帳面に「大阪松屋町」と
あり。
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49 The Secret 75 185 90 木他 2013年 イギリス マット・スミス からくり

ロンドンのキャバレー・メカニカル・
シアター在籍のマット・スミスによる
オートマタ（からくり）。骸骨が巻物
の文書を開き、目を左右にしなが
ら文書を読み、閉じる。心臓が上
下する

50 午（笹野一刀彫） 70 90 30 木 2013年
日本
山形県

米沢美術工芸社 郷土玩具
コシアブラの木をサルキリなどの
独特の刃物で加工する

51 午（仙台張子） 110 65 30 紙 2013年
日本
宮城県

高橋昭倫 郷土玩具
手染めの和紙を貼り付け。首が揺
れる干支シリーズ。高橋はしめ工
房の二代目

52 馬乗り狐（今戸人形） 85 120 50 土 2013年
日本
東京都

吉田義和 郷土玩具 古玩の復興に取り組み。

53 えと土鈴　午（因州若桜焼） 70 60 35 土 2013年
日本
鳥取県

大坪英治 郷土玩具 大坪桜峰（号）

54 馬（親子） 68 57 22 木 2013年 ドイツ
クリスチャン・ウェル
ナー

人形・動物 サイズは親馬
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55 俵がごろごろ 80 80 400 紙 2000年
日本
鹿児島県

鹿島たかし 郷土玩具
干支の首人形等張子玩具を制作
していた鹿島たかし氏の作品

56 赤駒 30 270 220 藁 2013年
日本
東京都

あめや 郷土玩具
深大寺門前の茶屋あめやで作り
売られている

57 唐カラ船（小） 220 170 105 木　布 2013年
日本
鹿児島県

大山たよ 郷土玩具

鹿児島県坊津、端午の節句にある
「唐カラ船祭」で男児がプルトイの
ように引っ張り歩く。「さいのこ」（猿
の子）があしらわれている。いそな
み工芸社

58 玉土鈴 28 32 28 土 2013年
日本
鹿児島県

中島技芸 郷土玩具
鹿児島県霧島市の鹿児島神宮で
授与

59 鳩笛 75 47 32 土 2013年
日本
鹿児島県

中島技芸 郷土玩具
鹿児島県霧島市の鹿児島神宮で
授与

60 オッノコンボ（赤・白） 40 60 40 紙 2013年
日本
鹿児島県

鮫島金平　トシ子 郷土玩具
名前の意味は「起き上がり小法
師」
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61 雛人形（帖佐人形） 110 120 65 土 2013年
日本
鹿児島県

折田貴子 郷土玩具
帖佐（現姶良市）の伝統的な土人
形。中型の内裏雛


