
おもちゃ絵　遊戯のデザイン

資料名 和暦 西暦 作者名 形態、出版社名など
1 明治座新狂言文覚上人荒行之場 明治29年 1896 牧金之助 大判五枚続一組
2 しん板魚つり組立画あそび 明治末期 画：歌川芳藤 伊勢辰版

3

江戸千代紙 (犬張子模様、鶴模様、梅の木総模
様、あやめ総柄、しょうぶ総模様、ぼたん菊総模
様)

4 千代紙　（折本に貼り合わせ）
5 教育人形きせかえ
6 おりかわりえ 明治29年 1896
7 鳥づくし組立 明治39年 1906
8 しんぱん　ぼうづくし 明治20年 1887
9 月づくし面白双六 一恵斎芳幾（落合芳

10 サルヅクシスゴロク 大正9年 1920
案：渡邊光風、画：濵田
如洗

旅へのあこがれ　道中双六　名所双六

資料名 和暦 西暦 作者名 形態、出版社名など
11 江戸名所図会　巻之一　鶴屋喜右衛門の店先 天保5年 1834
12 「時代かがみ」　嘉永の頃 明治29年 画：楊洲 周延
13 東海道五拾三次名所一覧双六　（パネル） 文久2年 1862 五雲亭貞秀
14 東海道五十三次滑稽道中寿語録 大正13年 1924 仁成堂版
15 家族旅行　日本名所雙六 明治44年 1911 画：川端龍子 実業之日本社
16 新東京名所巡り競争双六 大正14年 1925 大日本雄弁会講談
17 東京名所名物入寿吾録 明治29年 1896

18 新撰東京名所図会　（風俗画報臨時増刊）
明治29～
31年

1896～
1898

東陽堂

19 「キング」第11巻第5号 昭和10年 1935 大日本雄弁会講談
20 「新東京大観」上・下 昭和7年 1932
21 家庭教育　世界一周すごろく 大正15年 1926
22 三越双六世界一周飛行競争 昭和4年 1929 三越
23 蒸気車往復繁栄之図 明治22年 1889 大判三枚続一組
24 大日本鉄道往復乗分双六 明治22年 1889
25 教育汽車双六 明治42年 1909
26 東海道田子の浦汽車進行の景 明治31年 1898 組上五枚組
27 大日本大阪名所双六 明治31年 1898
28 京都みやげ・名勝道順双六
29 お国自慢全日本民謡絵双六 昭和4年 1929
30 温泉双六 画：宮尾しげを

少年のあこがれ　少年雑誌付録の世界

資料名 和暦 西暦 作者名 形態、出版社名など
31 「少年園」第2巻第18号、第2巻第19号、第2巻21号 明治22年 1889 少年園社

32 少年飛行双六 明治45年 1912
案：巌谷小波　画：岡野
栄

博文館

33 冒険双六 明治39年 1906 画：鏑木清方、宮川春

34 『浮かれ胡弓』　復刻版 昭和53年 1978
文：巌谷小波　画：岡野
栄

ほるぷ出版

35 「少年世界」　第1巻第11号 明治28年 1895 博文館
36 「少年世界」　第13巻第9号 明治40年 1907 博文館
37 「幼年倶楽部」　第6巻第8号 昭和6年 1931 大日本雄弁会講談
38 少年教育絵ばなし　世界の少年遊戯 春江堂
39 「少年倶楽部」　第19巻第12集 昭和7年 1932 大日本雄弁会講談
40 「少年クラブ」　第40巻第12号 昭和28年 1953 講談社
41 宝島探検双六 大正11年 1922 画：小林永二郎 博文館
42 『恐怖王』 昭和22年 1947 江戸川乱歩 新日本文化協会
43 『妖怪博士』 昭和23年 1948 江戸川乱歩 光文社

44 少年探偵団かるた
作：江戸川乱歩
装幀：古賀亜十夫
挿絵：湯川久雄

信宏社

45 少年探偵団　ゲーム
46 世界秘密大宝庫探検競争双六 大正14年 1925 画：松野奏風 大日本雄弁会講談
47 火星国探検競争双六 昭和2年 1927 画：樺島勝一
48 城攻め一番乗り双六 昭和3年 1928 画：多田北嶺 大日本雄弁会講談
49 宝の城探検双六 昭和8年 1933 画：広瀬貫川 大日本雄弁会講談
50 ダイヤモンド探検すごろく 昭和27年 1952 画：馬場のぼる 小学館



51 「少年少女冒険王」　第6巻第11号 昭和29年 1954 秋田書店
52 新版　天下名人忍術双六 大正14年 1925 盛文堂

女子のあこがれ　少女・婦人雑誌付録の世界

資料名 和暦 西暦 作者名 形態、出版社名など
53 龍宮土産　初夢双六 大正5年 1926 画：川端龍子 実業之日本社
54 友子の空想飛行双六 大正8年 1919 画：川端龍子 実業之日本社
55 少女四季すごろく 大正3年 1914 原案：巌谷小波 博文館

56 童謡雙六 大正11年 1922
選：北原白秋　画：桐谷
天香

東京社

57 幼女の園 昭和2年 1927 画：津田茂 ヨウネン社

58 新案　花ことば双六 昭和24年 1949
案：門馬康人　画：加藤
まさを

59 子供風俗　折り紙 明治29年 1896 画：宮川春汀 秋山武右衛門
60 子供風俗　ままごと 明治29年 1896 画：宮川春汀 秋山武右衛門
61 雪の夜の伝説 画：竹下夢二 木版画
62 西洋風婦人束髪図
63 女子教訓出世双六 明治24年 1891 画：楊洲周延 発行者：尾関トヨ
64 貴女裁縫之図 明治20年 1887 画：安達吟光 大判三枚続一組
65 現世佳人集 明治23年 1890 画：橋本周延（楊洲周 大判三枚続一組
66 婦女礼式図会 明治22年 1889 画：豊原国周 大判三枚続一組
67 二十四時家庭双六 明治45年 1912 画：川端龍子 実業之日本社

68 婦人之友新年附録　家庭開運双六 大正7年 1918
案：羽仁もと子　画：君
島柳三

婦人之友社

69 伊勢崎銘仙　ポスター 昭和初期 伊勢崎銘仙同業組
70 「少女クラブ」第28巻第1号 昭和25年 1950 講談社
71 「少女世界」第11巻第7号 大正5年 1916 博文館
72 「少女の友」第8巻第8号 大正4年 1915 実業之日本社
73 東京パック女双六 明治42年 1909 東京有楽社
74 『早稲田高等女学講義』見本　第2回新学年開始 大正11年 1922
75 「少女」第10巻第6号 昭和29年 1954 光文社
76 「なかよし」第4巻第9号 昭和33年 1958 講談社
77 「松竹少女歌劇」公演パンフレット 新宿第一劇場

絵双六ワンダーランド　さまざまな絵双六の世界

資料名 和暦 西暦 作者名 形態、出版社名など
78 憲法発布祭典双六 明治22年 1889 画：香朝楼国貞
79 憲法発布式祝祭図 明治22年 1889 画：小林幾英 大判六枚続一組

80
絵双六　外袋　「憲法発布祭典双六」「大東亜共栄
圏双六」「科学教育漫画　原子双六」

81 勅語双六 明治41年 1908 画：公文菊仙 大日本小学会
82 出世双六 昭和10年 1935
83 世界愛国美談双六 昭和11年 1936 画：加藤たかし
84 こども隣組双六 昭和16年 1941 画：佐倉愛土 東京日日新聞社
85 『科学する子供の為の模型飛行機の作り方』 昭和16年 1941 一柳直良
86 大東亜共栄圏双六 戦前

87
新日本の少年少女のために民主化の
あり方双六　選挙の巻

昭和戦後 監修：井上定宣
児童民主化教育連
盟

88 科学教育漫画　原子双六 昭和戦後 画：下馬三郎 日本発明新聞社
89 花嫁くらべ双六 昭和11年 1936 東京日日新聞
90 映画スタア双六 昭和戦後
91 活劇王双六 昭和戦後
92 「スタア」第5巻第3号 昭和12年 1937 スタア社
93 「スタア」第６巻第2号 昭和13年 1938 スタア社
94 スターめんこ
95 スターカードトランプ 昭和戦後 DOYUSHA
96 スターいろはかるた 昭和戦後 玩具ナゴヤ
97 ライオン活動写真（幻燈機）
98 木製幻燈機 日本幻燈株式会社
99 ステレオスコープ
100 教育必用幻燈振分双六 明治22年 1889
101 漫画双六（幻燈組立セット） 丸井商会
102 しん板子どもあそび 明治10年 1877
103 教育児童の遊戯 明治40年 1907
104 忠臣蔵　メンコ型絵
105 志ん板めんつくし 明治28年 1895
106 有ヶ多気御代の蔭絵（こうもり・かたつむり） 画：歌川国利 伊勢辰
107 有ヶ多気御代の蔭絵（ねこ・ねずみ） 画：歌川国利 伊勢辰



108 観察絵本　キンダーブック　第9号第2編 昭和11年 1936 特集：アソブ　コドモ 日本玩具研究社
109 テレビジョン　ギョギョッ！！ふしぎな写真だね！
110 キャラメル芸術　子供テキスト 昭和9年 1934 山田義郎 オカシノクニ社
111 絵合わせ　2種
112 かぞくあわせ
113 新ぱん座しきかけ画 明治18年 1885

114
児童教育模範画譜　児童遊戯　かげえ、かげやと
うろくじ（かげふみ）

明治35年 1902

115 子供遊寿双六
116 童謡あそび双六
117 新版子供あそびすご六 大正4年 1915
118 少年道化遊び双六 大正9年 1920 実業之日本社
119 ジャイアンツ野球すごろく 昭和29年 1954 画：平嘉門 読売新聞社
120 少年野球双六
121 大相撲かるた 昭和30年 1955
122 名選手アルバム付野球ケース 昭和26年 1951 大日本雄弁会講談
123 少年野球宝典 昭和25年 1950 大日本雄弁会講談
124 めんこ　（スポーツ）
125 野球スター合わせ　セントラルリーグ 昭和戦後
126 まんがすごろく 大正14年 1925 画：樺島勝一ほか 朝日新聞社
127 岡本一平　漫画双六 昭和4年 1929 画・案：岡本一平 主婦之友社
128 おとぎの国すごろく 昭和29年 1954 画：谷俊彦 家の光協会
129 オモシロ動物園双六 昭和13年 1938 画：小林クロー 小学館
130 福嶋少将作　征露軍歌双六 明治
131 婦人手芸双六 明治40年 1908
132 四ツ谷商店勉強双六
133 福徳円満寿呉録 昭和11年 1936

お正月の遊びと絵双六

資料名 和暦 西暦 作者名 形態、出版社名など
134 子供遊春の賑ひ 安政1年 1854 画：歌川国芳 大判三枚続一組
135 初春少女の戯 明治24年 1891 画：楊洲周延 大判三枚続一組

136 しん板凧えづくし
明治末～
江戸初期

画：よし藤（歌川芳藤）

137 春のあそび子供すご六 明治
138 羽子板、かるた、福笑い、独楽
139 「アサヒグラフ」昭和11年1月号 昭和11年 1936 朝日新聞社


