
資料名 年代（郷土玩具は産地） 作者 発行所 備考

1 子どもとゴムまり 昭和25年(1950)頃 所蔵写真

2 チャンバラをする子どもたち 昭和25年(1950)頃 所蔵写真

3 靴磨きをする子 昭和20年代 所蔵写真

4 紙芝居に見入る子どもたち 昭和39年(1964) 所蔵写真

5 ぬまのおとこ　５（紙芝居） 昭和20年代頃か あけぼの会

6 「アサヒグラフ」 昭和22年(1947)4月1号 朝日新聞社

7 あんみつ姫かるた 昭和20年代後半頃 信宏社

8 「少女」 昭和29年(1954)6月号 光文社

9 ぬり絵 昭和20～30年代

10 新案花ことば双六 昭和24年(1949) 絵：加藤まさを 講談社

11 飛行塔に乘る子どもたち 昭和27年(1952) 所蔵写真

12 チンドン屋に付いていく子どもたち 昭和28～29年(1953～1954) 所蔵写真

13 科学教育漫画　原子双六 昭和24年(1949)頃 画：下馬三郎 日本発明新聞社

14 こくご　一　(第一学年前期用) 昭和22年(1947) 日本書籍株式会社

15 こくご　二　(第一学年後期用) 昭和23年(1948) 日本書籍株式会社

16 こくご　三　(第二学年用　上) 昭和23年(1948) 学校図書株式会社

17 野球選手カード 昭和26年(1951)頃

18 野球スター合せ　セントラルリーグ 昭和25年(1950)頃

19 映画とラジオとスポーツの人気者　花形かるた 昭和30年(1955)1月 芳文社

20 名選手肖像画集「少年クラブ」付録 昭和25年(1950)9月号 講談社

21 めんこ（紙めんこ） 昭和30～40年代頃

22 ホッピングで遊ぶ子ども 昭和31年(1956)頃 所蔵写真

23 フラフープで遊ぶ子どもたち 昭和36年(1961) 所蔵写真

24 ダッコちゃんと子どもたち 昭和36年(1961) 所蔵写真

25 聖徳記念絵画館の子供用プール 昭和30年代 所蔵写真

26 腹話術を見物する子どもたち 昭和30年代 所蔵写真

27 遊具で遊ぶ子どもたち 昭和39年(1964) 所蔵写真

28 オリンピック学習 昭和39年(1964) 所蔵写真

29 8石トランジスタラジオ(WH-827) 昭和30年代 日立製作所

30 赤胴鈴之助　紙風船 昭和30年代

31 赤胴鈴之助　ブリキの刀 昭和30年代

32 風雲黒潮丸　かるた 昭和30年代 信宏社

33 ホッピング

34 快傑ハリマオ　お面 昭和30年代

35 月光仮面ブロマイド 昭和30年代

36 白黒テレビ 昭和30年代前半 ゼネラル

37 皇太子殿下美智子さん花嫁きせかえ 昭和33年(1958)頃

38 東京タワー　絵葉書 FUKUDA CARD CO.LTD

39 探偵シリーズかるた 昭和30年代

40 『妖怪博士』 昭和23年(1948) 江戸川乱歩 光文社

41 少年探偵団かるた 信宏社

42 少年探偵団　ゲーム

43 西洋人形 昭和30年代頃 個人蔵

44 ミサイル行軍 昭和35年(1960)頃

45 「週刊少年サンデー」 昭和35年(1960)2月7日号 小学館

46 「週刊少年マガジン」 昭和35年(1960)9月11日号 講談社

47 花の七曜表　「りぼん」附録 昭和31年(1956)10月号 集英社

48 きせかえスタイルブック　「りぼん」附録 昭和32年(1957)3月号 集英社

49 「なかよし」 昭和31年(1956)7月号 講談社

50 全写真版　野球かるた 昭和30年代前半 鈴木出版

所蔵資料展「記憶の底にある宝物 子ども時代の遊びとおもちゃ」出品目録

会期：2022年6月11日(土)～8月28日(日)　会場：新宿歴史博物館

子ども時代の遊びとおもちゃ

昭和20年代

昭和30年代
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資料名 年代（郷土玩具は産地） 作者 発行所 備考

51 野球選手カード 昭和35～36年頃

52 ダイヤブロック カワダ

53 冒険漫画双六 昭和30年代後半

54 「アサヒグラフ」増刊 昭和39年(1964)11月1日 朝日新聞社

55 ビッグX　サブマリン 昭和30～40年代 タカラ

56 鉄腕アトム　鉄人28号（お面）

57 「鉄人28号」 昭和36年(1961)2月1日発行 横山光輝 光文社 個人蔵

58 「鉄腕アトム」 昭和39年(1964)7月1日発行 手塚治虫 光文社 個人蔵

59 『光文社のカッパ・コミックス』 昭和39年～40年(1964～1965) 手塚治虫 光文社 個人蔵

60 こども専用　目が痛くないシャンプー　鉄腕アトム（空き箱） 昭和40年(1965)頃 ダリヤ 個人蔵

61 鉄腕アトム　子ども用シャンプー 昭和40年(1965)頃 ダリヤ 個人蔵

62 当てもの玩具(数字)
「MARINE COCCLES」「数字合セ」「INSECT

CLLECTING」

63 鉄腕アトム　めんこ 昭和30～40年代

64 水で印画するおもちゃ 「みずしゃしん」「テレビジョン」

65 アクセサリーのおもちゃ 「Watch」「保安官バッヂ」

66 超人バロム１　カラーテレビ 昭和47年(1972)頃 丸越 個人蔵

67 がんばれロボコン　コイン入れ 昭和49～52年(1974～1977)頃 丸越 個人蔵

68 こま

69 ポケットマジック

70 当てもの玩具(袋、カード)
「立体大相撲」「西部劇プロマイド」「朝日の

時代劇カンカン玉カード」

71 すてきにおもしろい動く漫画集

72 おばけカード　けむり

73 素焼きの笛

74 チェーンリング

75 ブリキ製おもちゃ

76 ビー玉

77 夜光おばけ

78 スーパーボール

79 人生ゲーム 昭和46～55年(1971～1980）頃 タカラ 個人蔵

80 家庭盤　ばら 昭和40年代後半頃 はなやま玩具

81 オセロ 昭和48年(1973)以降 ツクダ

82 源平碁 戦前

83 日本特急旅行ゲーム 昭和54年(1979) タカラ

84 野球盤 昭和51年(1976) エポック社

85 仮面ライダーカード 昭和46～48年(1971～1973) カルビー 個人蔵

86 十二社弁天池での魚釣り 昭和43年(1968) 所蔵写真

87 路地裏で野球遊び 昭和49年(1974) 所蔵写真

88 路地裏でめんこ遊び 昭和49年(1974) 所蔵写真

89 ローラースケートで遊ぶ子どもたち 昭和48年(1973) 所蔵写真

90 しゃぼん玉遊び 昭和45年(1970) 所蔵写真

91 ウルトラマン人形 昭和40年代頃 マルサン 個人蔵

92 ウルトラセブン人形 昭和40年代頃 マルサン 個人蔵

93 ウルトラマンジャク人形 昭和40年代頃 ブルマァク 個人蔵

94 ウルトラマンA人形 昭和40年代頃 ブルマァク 個人蔵

95 ウルトラマンタロウ人形 昭和40年代頃 ブルマァク 個人蔵

96 ウルトラマンレオ人形 昭和40年代頃 タカトク 個人蔵

97 ウルトラマンシール ロッテ

98 ゴジラ人形 ブルマァク

99 キングギドラ人形 昭和40年代頃 ブルマァク 個人蔵

100 ペギラ人形 ブルマァク 個人蔵

101 カネゴン人形 ブルマァク 個人蔵

102 バルタン星人人形 ブルマァク

駄菓子屋

ボードゲーム

昭和40年代
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資料名 年代（郷土玩具は産地） 作者 発行所 備考

103 レッドキング人形 ブルマァク 個人蔵

104 ゴモラ人形 ブルマァク 個人蔵

105 ゼットン人形 ブルマァク 個人蔵

106 ミクラス人形 ブルマァク 個人蔵

107 ジャイアントロボ　お面

108 怪傑ライオン丸　お面

109 オバケのQ太郎　P子　ゼンマイおもちゃ 昭和40年代

110 ブースカ人形 昭和40年代頃 マルサン 個人蔵

111 クレクレタコラ ブルマァク

112 王選手野球バット 昭和40年代前半頃 個人蔵

113 「週刊ベースボール」 昭和39年(1964)1月6日号 ベースボール・マガジン社

114 「週刊少年ジャンプ」 昭和44年(1969)8月25日号 集英社

115 こいでのえあわせ 巨人の星 昭和44年(1969) 小出信宏社

116 星飛雄馬 お面

117 ゲゲゲの鬼太郎人形 平成元年(1989)

118 「ぼくら」 昭和43年(1968)12月号 講談社

119 ツチノコおもちゃ エムエム 個人蔵

120 「毎日グラフ」 昭和44年(1969)2月2日号 毎日新聞社

121 「毎日グラフ」 昭和44年(1969)12月21日号 毎日新聞社

122 「人類ついに月に立つ」アポロ11号からのメッセージ 昭和44年(1969)頃 日本ビクター

123 サンダーバード2号 バンダイ

124 GIジョー

125 レーダーサーチゲーム 昭和44年(1969) バンダイ

126 ローラースケート 昭和59年(1984)頃

127 7人ライダー（仮面ライダー1号、2号、V3、ライダーマン、X、アマゾン、ストロンガー） 昭和46～50年(1971～1975)頃 ポピー 個人蔵

128 仮面ライダー1号 バンダイ 個人蔵

129 仮面ライダー変身ベルト 昭和40年代 ポピー

130 仮面ライダースナック、Ｖ３スナック（空袋） 昭和46～48年(1971～1973) カルビー 個人蔵

131 ラッキーカード、大当たりカード 昭和46～48年(1971～1973) カルビー 個人蔵

132 仮面ライダーカード（未開封） 昭和46～48年(1971～1973) カルビー 個人蔵

133 ライダーカードアルバム、V3アルバム 昭和46～48年(1971～1973) カルビー 個人蔵

134 「毎日グラフ」 昭和45年(1970)4月5日号 毎日新聞社

135 「毎日グラフ」 昭和45年(1970)2月8日号 毎日新聞社

136 「毎日グラフ」 昭和45年(1970)12月13日号 毎日新聞社

137 紙製きせかえ人形「フランスきせかえ」「まつばのきせかえ」 昭和40年代

138 リカちゃん人形（フラワーストーリーシリーズ、ピンキーピンクシリーズ） 平成元年(1989)、平成4年(1992) タカラ 個人蔵

139 ドラえもん　ぬいぐるみ 個人蔵

140 テレビ主題歌集　魔法使いヒロイン大特集 昭和50年(1975)頃 朝日ソノラマ

141 トミカ トミー

142 べろべろばあ！ 昭和54年(1979) 所蔵写真

143 みんなでピース 昭和56年(1981) 所蔵写真

144 およげ！たいやきくん 昭和51年(1976) 子門真人 キャニオンレコード

145 およげ！たいやきくん　ヨーヨー 昭和50年代頃

146 ルービックキューブ 昭和55年(1980)頃

147 機動戦士ガンダム　1/72スケール　連邦軍モビルスーツRX-78　メカニック・モデル 昭和56年(1981) バンダイ

148 スーパーカー消しゴム、仮面ライダー消しゴム等

149 ポケットメイト　 トミー

150 トッピーとクッピーのマイホーム 昭和55年(1980) タカラ

151 怪物くん　プレイパズル 昭和50年代後半頃 エポック社 個人蔵

152 魔法の天使クリィミーマミ マイミシン ロックタイプ 昭和58年(1983) バンダイ

153 ファミリーコンピューター 昭和58年(1983)※平成4年(1992)の製品 任天堂 個人蔵

154 ゼルダの伝説 1 平成6年(1994) 任天堂 個人蔵

155 カラーテレビゲーム　ブロック崩し 昭和54年(1979) 任天堂

156 ファイア 昭和55年(1980)発売 任天堂

昭和後期

3 ページ



資料名 年代（郷土玩具は産地） 作者 発行所 備考

157 デジコムベーダー 昭和55年(1980)発売 エポック社

158 ビックリマン(シール) 昭和60年(1985)～ ロッテ 個人蔵

159 ドラゴンボール　悟空のお風呂大好き 昭和61年(1986) エポック社 個人蔵

160 八幡馬、三春駒 青森、宮城 東京おもちゃ美術館

161 木鷽 福岡 東京おもちゃ美術館

162 鹿踊の人形 岩手 東京おもちゃ美術館

163 わら細工 日本各地 東京おもちゃ美術館

164 金太郎人形 日本各地 東京おもちゃ美術館

165 鯛抱き童子 香川 東京おもちゃ美術館

166 天神様 日本各地 東京おもちゃ美術館

167 こけし 東北地方 東京おもちゃ美術館

168 えじこ 東北地方 東京おもちゃ美術館

169 こま 日本各地 東京おもちゃ美術館

170 神代こま 宮崎 東京おもちゃ美術館

171 木工ろくろ細工のおもちゃ 東北地方 東京おもちゃ美術館

172 ニポポ 北海道 東京おもちゃ美術館

173 木でこ 大分 東京おもちゃ美術館

174 男鹿なまはげ 秋田 東京おもちゃ美術館

175 獅子頭 香川、埼玉 東京おもちゃ美術館

176 いたや牛 秋田 東京おもちゃ美術館

177 田楽花牛、千両黄金牛 広島、岩手 東京おもちゃ美術館

178 吉祥鯨土鈴 和歌山 東京おもちゃ美術館

179 犬の土人形 不明 東京おもちゃ美術館

180 笛太鼓 鹿児島 東京おもちゃ美術館

181 山車 埼玉、三重 東京おもちゃ美術館

182 鳩笛 日本各地 東京おもちゃ美術館

183 志ん版おもちゃ十二支 伊勢辰版

184 米喰いねずみ 石川 東京おもちゃ美術館

185 干支玩具 日本各地 東京おもちゃ美術館

186 木葉猿 熊本 東京おもちゃ美術館

187 高松嫁入人形 香川 東京おもちゃ美術館

188 うずら車、きじ車 福島、熊本 東京おもちゃ美術館

189 起き姫 福島 東京おもちゃ美術館

190 「風俗画報」195号 （上りこ下がりこ） 明治32年(1899)8月 明治文献版

191 「子供風俗」瓢箪ぽっくり（芋虫ころころ） 明治29～30年(1896～1897) 宮川春汀

192 「子供風俗」お山のお山のこんこんさん 明治29～30年(1896～1897) 宮川春汀

193 「子供風俗」盲鬼（鬼ごっこ） 明治29～30年(1896～1897) 宮川春汀

194 入れ子人形

195 絵あわせ　「かぞくえあわせ」「動物家族合せ」 戦後 かぞくえあわせ：個人蔵

196 お手玉

197 おはじき

198 「子供風俗」おはじき 明治29～30年(1896～1897) 宮川春汀

199 「こども遊」お手玉 明治29～30年(1896～1897) 宮川春汀

200 「風俗画報」臨時増刊新撰東京名所図会第41編 （縁日のおもちゃ屋） 明治37年(1904) 明治文献版

201 「風俗画報」88号（おもちゃ屋） 明治28年(1895)3月25日 明治文献版

202 「児童教育模範画譜　児童遊戯」かげやとうろくじ（影踏み） 明治35年(1902) 四方堂

203 「児童教育模範画譜　児童遊戯」　影絵 明治35年(1902) 四方堂

204 紙風船

205 有ヶ多気御代の蔭絵（影絵） 歌川国利 伊勢辰

206 戦時版　愛国かるた 昭和18年(1943) 建軍精神普及社

207 小倉百人一首 任天堂

208 キューピー人形

209 空気でっぽう

祈りの郷土玩具（協力：東京おもちゃ美術館）

遊びとおもちゃの事典
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資料名 年代（郷土玩具は産地） 作者 発行所 備考

210 けん玉

211 コリント・ゲームの一種

212 「子供風俗」子とり姥（子をとろ子とろ） 明治29～30年(1896～1897) 宮川春汀

213 「子供風俗」ごみかくし 明治29～30年(1896～1897) 宮川春汀

214 「アサヒグラフ」第14巻5号（キューピー） 昭和5年(1930)1月29日 朝日新聞社

215 教育必用幻燈振分双六（幻燈） 明治22年(1889)

216 活動写真機 昭和初期頃

217 ステレオスコープ（覗き眼鏡）

218 魚籠

219 「児童教育模範画譜　児童遊戯」魚つり 明治35年(1902)1月15日 四方堂

220 拳独稽古　全　（じゃんけん） 文政13年（1830）　 山桜漣々・逸軒揺舟 鶴屋喜右衛門

221 「子供風俗」千手観音 明治29～30年(1896～1897) 宮川春汀

222 「子供風俗」十六むさし 明治29～30年(1896～1897) 宮川春汀

223 「子供風俗」地獄極楽 明治29～30年(1896～1897) 宮川春汀

224 「風俗画報」69号（雛市） 明治27年(1894)3月10日 明治文献版

225 「風俗画報」159号（五月人形の市） 明治31年(1898)2月25日 明治文献版

226 「新案見立雛百種」其二、其四 明治時代 伊勢辰

227 雛道具　一式 明治～昭和初期

228 吊るし飾り

229 雛飾り（御殿飾り） 昭和初期頃

230 五月人形

231 端午の節句絵 明治18年(1885)

232 鯉のぼり

233 子供遊端午のにぎわい 慶応4年頃(明治元年・1865)

234 子供あそびしょうぶうちの図

235 名所江戸百景　水道橋駿河台 安政4年(1857) 歌川広重 画像提供：国立国会図書館

236 凧(達磨)

237 凧（ふく凧）

238 箱根山で凧あげ 昭和51年(1976) 所蔵写真

239 明治座新狂言 文覚上人荒行之場（立版古） 明治29年(1896) 牧金之助

240 だるま落とし

241 「アサヒグラフ」第17巻第25号（チャンバラ遊び） 昭和6年12月16日 朝日新聞社

242 「児童教育模範画譜　児童遊戯」いくさごっこ（チャンバラ遊び） 明治35年(1902) 四方堂

243 「子供風俗」手毬 明治29～30年(1896～1897) 宮川春汀

244 奇術材料組み合わせ　マヂックセット 戦前 天洋奇術研究所

245 世界の手品　面白い８つの手品 昭和51年(1976) テンヨー

246 土人形(貝上猿座像、杵つき兎、土笛) 江戸時代 新宿区内藤町遺跡

247 陶器人形（みみずく） 江戸時代 發昌寺跡(新宿区南元町)

248 泥めんこ 江戸時代 新宿区百人町三丁目遺跡Ⅳ

249 「子供風俗」やり羽子（羽子板） 明治29～30年(1896～1897) 宮川春汀

250 羽子板 昭和50年代頃 個人蔵 個人蔵

251 「風俗画報」281号（福笑い） 明治37年(1904)1月10日 明治文献版

252 福笑い

253 衣食住諸職絵解錦画（べえごま） 明治時代 二代歌川国輝

254 ベーゴマ

255 「子供風俗」野遊（野遊び） 明治29～30年(1896～1897) 宮川春汀

256 「子供風俗」花串（花かざり） 明治29～30年(1896～1897) 宮川春汀

257 「子供風俗」 ままごと 明治29～30年(1896～1897) 宮川春汀

258 「子供風俗」向こうの叔母さん 明治29～30年(1896～1897) 宮川春汀

259 ママウォッシャー 昭和50年(1975)頃 アサヒ玩具

260 ままごとセット（スカーレットちゃんのお誕生日パーティー) 昭和40年代

261 模型飛行機 不明

262 『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

263 虫籠

264 「アサヒグラフ」第11巻第8号（虫捕り） 昭和3年(1928)8月22日 朝日新聞社
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資料名 年代（郷土玩具は産地） 作者 発行所 備考

265 「児童教育模範画譜　児童遊戯」雪だるま 明治35年(1902) 四方堂

266 「風俗画報」184号「雪合戦」 明治32年(1899)3月5日 明治文献版

267 「子供風俗」淀の川瀬（淀の川瀬の水車） 明治29～30年(1896～1897) 宮川春汀

268 「児童教育模範画譜　児童遊戯」輪まわし 明治35年(1902) 四方堂

269 「アサヒグラフ」第20巻第10号（ヨーヨー） 昭和8年(1933)3月8日 朝日新聞社

270 ヨーヨー

6 ページ


