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ボードゲーム・みんなでゲーム 2

名前 マンカラ 10101～10

在庫数 10

特長 アフリカや中近東、

東南アジアにかけて

古くから遊ばれてます。

名前 ミカド 10201～08

在庫数 8

特長 棒の山から順に

棒を取っていき、

点数を競います。

名前 全国ご当地マップ 10301～10

在庫数 10（セット内容：地図4・ﾏｰｶｰ4・取扱説明書）

特長 ホワイトボード状の地図で書き込めます。

県名、名産などをクイズにしたり、行った所を

おしゃべりしたり、楽しみ方いろいろ。

名前 オセロ（ふつうの） 11501～3

在庫数 3

特長 スタンダードなオセロ

名前 オセロ（特大） 10401～02

在庫数 2（セット内容：マット1・コマ40）

特長 大きなコマですが、見た目より

軽くて、すべりにくいです。

名前 コンタクトゲーム

在庫数 15 10601～16

鉄道や道路や川を

つなげていき、手持ちの

カードがなくなったら勝ち。

名前 にわとりのおいかけっこ 10701～05

在庫数 5

他のプレイヤーのにわとりから

しっぽを集めるゲーム。



ボードゲーム・みんなでゲーム 3

名前 マジックマイスター 10801～03

在庫数 3

特長 磁石の仕組みを利用した

ボードゲーム。

名前 コミュニケーション麻雀 10900

在庫数 1

特長 大きい麻雀。

重みのある牌でグループで

対戦。

名前 お手玉じゃんけん 11200

在庫数 1

特長 じゃんけん的に向かって

お手玉を投げます。

名前 ジェンガ 11300

在庫数 1

特長 バランス感覚が決め手の木製ブロック。

抜いて積んでどこまで高くできるか!?

名前 輪投げ（十字の的・ロープの輪） 10501～03

在庫数 本体：3　輪：32

特長 輪はロープで作られています。

カラーの棒に点数があるので、、

点数で競うこともできます。

名前 輪投げ（中） 11401

在庫数 1（予備4）

特長 スタンダードな輪投げ。輪はハードタイプ。

要組立。60cm×60cm

現在庫数1＋予備4＝使用可能数5

名前 特大輪投げ 11000

在庫数 1

特長 スタンダードな輪投げ。

輪はハードタイプ。

要組立。90cm×90cm



ボードゲーム・みんなでゲーム 4

名前 玉入れ 11600

在庫数 1

特長 床置きタイプ。カゴは５色、玉は５色×１０個

室内で遊べ、座ったままでも入れられる高さ。

名前 ボール的あて 11101～02

在庫数 2

特長 マジックテープでくっつく

的あて。合計50点になるように

など、ルールを自由な発想で。

名前 ターゲットゲーム 11700

在庫数 1

特長 打ち抜かないストラックアウト。

パネルをつける手間を省けます。

138ｃｍ×104ｃｍ

名前 スマイル射的 11800

在庫数 1

特長 輪ゴム鉄砲で的を撃ちます。

的は1段でも2段に積み重ねても、

横に並べてもOK。

名前 シャッフルボード 11900

在庫数 1

特長 マットの上でキュー（棒）を使って

ディスク（円盤）をシュートしていく

ゲームです。個人戦・チーム戦ＯＫ

名前 さかなつり 12000

在庫数 1

特長 竿に付いた磁石で魚を釣ります。

釣った魚の数でも裏の点数でも

勝敗が決めれます。



紙芝居 5

名前 愛染かつら（紙芝居）

在庫数 1 50100

特長 大人の紙芝居です。

紙芝居の台もあります。

名前 曽根崎心中（紙芝居）

在庫数 1 50200

特長 大人の紙芝居です。

紙芝居の台もあります。

名前 金色夜叉（紙芝居）

在庫数 1 50300

特長 大人の紙芝居です。

紙芝居の台もあります。



カード 6

名前 トランプ（小） 20101～05

在庫数 5

特長 ５セットあるのでグループ毎に遊んだり、

タイムを競う事が出来ます。

名前 大きなトランプ（中）

在庫数 1 21300

特長 102×164ｍｍの大きなトランプ

普通のトランプ（58×89ｍｍ）

の約２倍の大きさ。

名前 キングトランプ（大）

在庫数 1 21700

特長 ほぼＡ4サイズのトランプ。

まさしくキングサイズのトランプです。

（写真は普通サイズのトランプとの比較）

名前 百人一首 20201～05

在庫数 5

特長 かるた取りだけでなく、坊主めくりもおすすめ。

初心者でのかるた取りは２０枚くらいから、

慣れてきたら空札を入れてみたりしては？

名前 四字熟語合わせ ﾋﾟﾝｸ：20301～04

在庫数 ピンク4・黄4 黄：20401～04

特長 プレイ人数は自由。

遊び方例はついていますが、オリジナルな

方法で脳トレされては？

名前 ドミノ 20501～05

在庫数 5

特長 同じ絵柄を並べていき、

手持ちカードの少ない人が勝ち。

名前 マイティーマックス

在庫数 10 20901～10

特長 うさぎの6人家族を

集めるゲーム



カード 7

名前 唱歌カルタ

在庫数 2 21201～02

特長 ＣＤとカルタのセット。

ＣＤのメロディを聞いてカルタを取ったら

みんなで歌います。

名前 思いでカルタ ①：20601～03

在庫数 ①：3　②：3 ②20701～03

特長 歌詞と絵が

大判のカルタに

かかれています

名前 思い出カルタ③（昭和の名曲）

在庫数 2 21401～02

特長 昭和の名曲が大きなカルタになりました。

みんなでとって歌いましょう。

名前 クラウン 21001～14

在庫数 14

特長 一番背の高い

ピエロの出来た人の勝ち。

名前 キンダーメモリー

在庫数 5 20801～05

特長 神経衰弱など

名前 メモリー 21101～03

在庫数 3

特長 神経衰弱など

名前 ととあわせ

在庫数 1 21500

特長 神経衰弱やかるた、ババぬきなどで遊べます。

遊びながら知恵がつく洒落たカードゲームです。



カード 8

名前 野菜カード

在庫数 1 21600

特長 野菜とその花のカードとジョーカーの虫カードを

組み合わせて遊ぶゲームです。

遊びながら植物の分類が学べます。



木のおもちゃ 9

名前 白木積木

在庫数 1 30100

特長 2種類の木で作られた積木。

名前 トイファクトリー カラー：30200

在庫数 カラー：1 白木：1 白木：30300

特長 同じ大きさの板が入っています。

積んだり、並べたりして

遊んでください。

名前 動かないで

在庫数 2 30401～02

特長 取扱い説明書付。

枠の中のコマを動かさず

たくさん取った人の勝ち。

名前 とんかちくん　

在庫数 ボールタイプ：1 30500

くぎタイプ：1 30600

特長 くぎタイプは

ひっくり返してまた遊べます。

名前 ころころすべり台

在庫数 シロホン：1 30700

トラック：1 30800

名前 とらっくくん

在庫数 1 30900

特長 ひもをひっぱって歩いたり、

型あわせや積木をしたり、

定番おもちゃ。

名前 ビーズコースター

在庫数 1 31000

特長 カラフルな玉を移動させます。

針金からは玉ははずせないので、

小さなお子様の口に入ることはありません。

名前 リボン型積木

在庫数 1 31100

特長 「いつもと違う」が楽しい



その他 10

名前 つなげてあそぼ

在庫数 1袋 40100

特長 プラスチックのおもちゃ。

取扱説明書付。

イメージを膨らませ、手先を使って遊ぼう。

名前 ジグゾーパズル

在庫数 農場：6 40201～06

飛行機：6 40301～06

特長 グループで作っても

楽しいです。

名前 おりがみ工場

在庫数 20 40401～20

特長 チラシや包装紙などからおりがみが作れます。

英字新聞やきれいな写真入り記事を捜して

まさしく“世界にひとつ”の作品作りを。

名前 ミュージックＢＯＸ(オルゴール)

在庫数 2 40501～2

名前 オルゴール曲目

在庫数 赤：2　 40601～1

緑：2 40701～02

名前 小人の大工さん

在庫数 1 40800

特長 コルクボードにカラープレートを

釘でうちつけていきます。

立てて飾れます。

名前 風船用ポンプ

在庫数 6 40901～06

特長 足で踏むと空気が

入っていきます。

名前 ベルハーモニー

在庫数 2 41001～02

特長 手軽なタイプのハンドベルです。

ドから高いドまでの8音で、

楽譜もあります。



福祉備品 11

名前 たこ焼き器

在庫数 1

特長 7×4＝28個焼ける鉄板4枚セット

一度に112個焼けます。

ガス台は77ｃｍ×46ｃｍ

ボウルやせんまいどうしのセットも貸出可。

ガスは準備してください。

名前 お好み焼器

在庫数 1

特長 お好み焼だけでなく、多目的に使える鉄板。

鉄板：90ｃｍ×55ｃｍ　ガス台込み93ｃｍ×73ｃｍ高さ23ｃｍ

お好み焼用のボウルやこてのセットも貸出可。

ガスは準備してください。

この事業は皆様から寄せられた赤い羽根共同募金の配分金が使われています。
共同募金へのご協力に感謝し、この貸出事業が長く続くことを願います。


