
備 品 名 画像 数 量 備 考

1 唱歌カルタ 4

読み札のかわりにCDで流れる曲を聞き、歌の
情景と歌い出しの頭文字が描いてあるカルタ
を取ります。

絵札４０枚/４０曲（ＣＤ付き）

2 お料理いろはカルタ 2

日本の家庭料理研究家の草分け的存在であっ
た中江百合氏が考案した。読札には、家族の
健康を思うこころ、食べる人や食材への気遣
いがあふれている。家庭料理のこころとコツ
を教えてくれる知恵袋のようなカルタ。

3 思い出カルタ 5

懐かしい日本の童謡や唱歌50曲がカラフルな
絵のカルタになりました。曲の前半が読札、
後半が絵入りの取札になっており、少人数か
ら多人数まで楽しむことができます。（4種

類）

①童謡メイン ②童謡+唱歌 ③唱歌 ⑥歌謡曲

4 江戸いろはかるた 3

江戸時代に生まれた「いろはかるた」のこと
わざは、時代や地域によって一定しなかった
り変化したりするので、わかり易い解説書が
付いている。

（絵札４８枚、取札４８枚）

5 宮沢賢治カルタ 1 宮沢賢治の魅力が満載！

6 影絵カルタ 1
影絵カードを見て写真カードを取る
ゲームです

7
魚魚合わせ
（ととあわせ）
～日本津々浦々～

1
日本全国旬の魚介類カルタです。
カルタ以外にも絵合わせ、神経衰弱、ババ抜
きと多様な遊び方ができます。
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8 なぞなぞかるた 1
簡単な「なぞなぞ」を楽しみながら
遊ぶかるたです☺

9 トランプ
大３
小２

クラブ・ダイヤ・ハート・スペード各13枚と
ジョーカーからなるゲーム用のカード。いろ
いろな遊び方がある。
（紙製のカードです）

10 日本トランプ 1

ダイヤにクローバー、ハートにスペードと、
トランプでおなじみのマークの代わりに、菊
に椿、桜、朝顔と日本を代表する花々をマー
クにした「日本トランプ」

11 四字熟語合わせ 1

2枚のカードを合わせて四字熟語
（例：一石二鳥など）
を完成させるゲームです。

（オレンジ50枚・グリーン100枚）

12 防災かるた 2
子どもから大人まで楽しみながら防火・防災
について学べるかるたです。

13 ディスクビンゴ 1

ジャンケンによってディスクを盤上に置く
ゲーム。原則として相手のディスクを挟んで
自分の色にリバースする場所におかなければ
なりません。一方のチームのディスクがなく
なった時点でゲームは終了です。盤面上で同
色のディスクが多いチームが勝ちです。

14 たいこ相撲 1

太鼓を叩く要領でバチを使って
遊ぶ相撲ゲームです！

土俵(縦60cm×横60cm×高さ10cm）

15 点鳥ルーレット 1

赤い玉をハンマーで叩くとクルクル風見鶏が
回り、止まったところの得点を競います。得
点の書いてあるカードはシートとは別にある
ので、カードの代わりにポーカーチップやお
菓子を置いてみても楽しいですよ。工夫する
といろんな楽しみ方ができます。
（シートサイズ 90cm×90cm）



16 スマイル射的 1

木のピストルに、輪ゴムをつけ、狙いを定
め．．．発射ー！！

※輪ゴムはご用意ください

（台2・ﾋﾟｽﾄﾙ2･輪ゴム袋1･説明書1）

17 ビーンボーリング 1

ボールを転がし、ピンを回転させて得点とす
るゲーム。高齢者はもとより障がい者やリハ
ビリ用に広く活用できるようピンに回転調節
機能を付加しました。(幅100×高さ56×奥行
き64cm)

（本体1･板1･球は白3・赤3）

18 公式輪投げ
大４
小２

【大】サイズ：60×60cm
投げ輪：9本

【小】
投げ輪：9本
ビーンバッグ(青)：8個
木の棒：2本

19 抽選輪投げ 1

ナンバープレートの位置を自由に並び替えで
きるタイプです。ビンゴゲームや色合わせも
できます。
投げ輪：9本

20 カラー輪投げ 1

単体でも並べても遊べる輪投げ。
本体ベース７台・支柱７本。
投げ輪５色２２本。
（白・黄→各５本
　青・緑・赤→各４本）

21 ディスコンセット 6
気軽にできるニュースポーツ。
ディスク12枚
ポイント2枚

22 Ｋｕｂｂ（クッブ） 1

スウェーデン発祥の薪投げゲーム！
子どもから高齢者まで楽しむことができる
ニュースポーツです。

23 リングリングゲーム 1
輪を順番に投げて取る簡単なゲームですが、
投げる輪の数が増えると、難易度がアップし
ます。



24 大型だるま落とし 1

一番上のダルマが落ちないように、下の段か
ら叩いて落としていくゲームです。高さは１
ｍの大型サイズ！
どの世代でも楽しめます。

本体：5個　バット：1本

25 ガチャポンマシン 2

本物の1/2縮小サイズ。
空カプセル6個付属。
実際に硬貨が使え簡単に取り出せて何度も遊
べます。

26
羽根っこ（干支セトラ）
ゲーム

1

床に広げたダーツシートの的に羽根を投げ入
れ得点を重ねるゲーム。羽根は赤白あるので
2チームに分かれて1対1から10対10までの人
数で楽しめます。
・シート1枚（118×93cm）
・羽根20本(赤・白)
・数字カード26枚

27 カラー玉入れあそび 5

ゴール５色(赤･青･黄･緑･桃)、
ボール各色１０個。
（桃色のみボール９個）

ゴールの高さは50ｃｍと低いため、立っても
座っても遊べます。

28 バルバレー 1
風船に軽量カバーをかけたボールでするバ
レーセット。ネットの高さ調節も可能
※風船はご用意ください！！

29 壁掛けピッチング 1

ボールを投げたり、貼り付けて遊ぶゲーム。
布製。マジックテープを使用しているため軽
量で持ち運びやすく取り付けも簡単。

（ボール：20個）

30 ターゲットゲーム 1
ボールを投げて遊ぶ的当てゲーム
点数で競い合ったり、ビンゴゲーム
のように遊んだりできます⚾

31 軽ケット 1
軽くて大きなラケットで白熱ピンポン!旗揚
げや玉のせゲームも楽しめます。



32 ボードゲーム 1
ボールをボードに向かって打ち、合計得点を
競います。パターの練習にも・・・

33 スカットボール 1

ボールをスタートラインからスティックで
打って得点穴にボールを入れるゲームです。
穴に特殊なカーブがあり、ハラハラドキドキ
のゲームです！
（マット全長約5m×幅約90cm）

34 ポケットボール 1
人気のスカットボールシリーズ。
得点穴がポケットになっていて難易度ＵＰ！

35 オセロゲーム
大７
小２

2人のプレイヤーが交互に盤面へ石を打ちな
がら、相手の石を自分の石で挟むことによっ
て自分の石へと換えていき最終的な盤上の石
の個数を競う ボードゲームです。

36 大型白黒ゲーム 1
約６０センチの大型白黒ゲーム
スポンジ素材でできているので、
滑りにくく持ちやすい。

37 将棋・囲碁セット 1
片面が将棋、反対側が囲碁
両面で楽しめます。

38 将棋セット 1
２人で行うボードゲーム
（盤上遊戯）

39 コミュニケーション麻雀 1

竹製の大型麻雀。牌はタワシサイズ(10cm×
7cm×厚さ5cm)！専用のジョイントマットも
ついています。
・麻雀牌136個(予備牌2個)
・サイコロ2個
・専用マット36枚(2畳サイズ)



40 皿まわし 1
地域の方からご寄付いただいた皿まわし！み
んなで楽しみながら皿まわしに挑戦してみま
せんか？

41 けん玉セット
2

ｾｯﾄ
指と手のリハビリに♪
（１箱４本入り）

42 お手玉 40 様々な柄のお手玉

43 ビー玉ゲーム 2
ビー玉を使ったボードゲーム
考えながら行うので、頭の体操や指先の運動
にも適しています。

44 投扇興 1 伝統的な投扇興で的当てゲーム

45 全国ご当地マップ 1
出身地や行ったことのある場所などを回想さ
せる脳トレプログラム

46 マグダーツ 2
マグネット（磁石）式の安全ダーツ。
的は壁掛け式

47 ソフトダーツ 1
付属の矢を的に向かって投げ、
くっつけて遊ぶダーツです！



48 ころころダーツ 1

ダーツの的シートを広げて、お手玉ボールを
的に向かって転がしたり投げたりする得点
ゲームができます。

・的1枚（185㎝×185㎝）
・お手玉ボール2色×各5個

49
グラウンドゴルフ
ホールセット

3

〈セット内容〉
土台8個、スターター8枚(杭16個)、
ポール8本、旗8枚、

赤①青①バッグは1個で土台8個入り。
青②は土台4個入り。

50
グラウンドゴルフ
クラブセット

4
〈セット内容〉
・クラブ６本
・ボール６個

51 室内ペタンク 4

フランス生まれの粋なスポーツ！

室内用

<セット内容>
緑のケース
ボール赤６個・ボール青６個
小ボール黄１個（赤い輪1本）

52 屋外ペタンク 10

フランス生まれの粋なスポーツ！

屋外用

<セット内容>
ボール６個・小ボール１個・輪１本

53 トラックボールセット 1
ラケット１つでボールをキャッチしたり、
ボールをトスして遊ぶことができます。

54 折り畳み机 2 足の部分が折りたためます

55 ビデオデッキ 1 ビデオデッキとリモコン



56 CDラジカセ 2 CDの再生機能のみです。

57 DVD付きテレビ 1 コンパクトサイズのDVD付きテレビ。

58 ホームカラオケ 1 テレビに繋いで、歌詞を見ながら♪

59 DVDデッキ 1
ＤＶＤデッキ
（Blu-rayは再生できません）

60 プロジェクター
大１
小２

プロジェクター
大はHDMI・RGBコード使用可能

61 マイク・アンプセット
青１
黄１

アンプと無線マイクのセット
【青】マイク２本
【黄】マイク３本

電源はコードor電池(各自ご用意下さい)で利
用可能。

62 スクリーン
大１
小１

自立型スクリーン。
大：Ｗ220cm（100型）
小：Ｗ140cm（ 60型）

総合福祉センター・市役所以外の場所で使用
される場合は小のみ貸出可。

63 貸し出しDVD・CD

【DVD】
子供向け、一般向け(映画等)、福祉・教育
系、レクリエーション・ダンス・体操など。

【CD】
ラジオ体操やイベント等のBGMに♪



64 絵本 事務局にお問い合わせください。

65
レクリエーション
参考図書

各種レクリエーション用の参考図書を
揃えています。
（DVDやCD付の書籍もあります。）

66 大型絵本 6

大型立体絵本(W35cm×H50cm)６種
・おやゆびひめ
・はなさかじいさん
・かちかちやま
・ももたろう
・みにくいあひるのこ
・三びきのこぶた

67 サンタの衣装 1
クリスマスイベントに大活躍の
サンタクロースの衣装です

68 トナカイの衣装 1 トナカイの服とフード

69 サンタの帽子 5 サンタクロースの帽子

70 布絵本 3 あたたかみを感じる優しい布絵本です。

71 クッション積み木
大きなクッション積み木
１つから貸し出し可能！



72 ロディ 6 子育てサロンで大活躍！

73 ボッチャ 2
ジャックボール（目標球）に自分のボールを
近づけるように投げたり転がしたりするペタ
ンクに似た競技です！

1
ライオンのおもちゃの車
体重20kgまで

1 木でできた車

1
ブルドーザーのおもちゃの車
ヘルメットもついています

75 ジョイントマット 54
大型のジョイントマット
１枚の大きさは約1ｍ×約1ｍです

76 ドリームトンネル 1 世代間交流にぜひ！ご活用ください！

77 メガトンネル 1
ドリームトンネルと違い、入り口、出口は固
定できません。長さ約３メートル

74 おもちゃの車



78
ベビーサークル
（ボール付き）

1

子育てサロンで大活躍！

サイズ:幅152×奥行130×高さ70cm
重さ:3.8kg

79 ボーリング
大１
小１
極小１

大はピンが６本
小はピンが１０本

80 ビンゴゲーム 2
パーティでの必需品！
ビンゴカードは各自ご用意ください。

81 抽選器 1
ガラポン抽選器。
くじ引きや抽選などのイベントで活躍しま
す！

82

打楽器
（メタルフォン ２
　スレイベル 　５
　タンバリン 　５）

メタルフォン（鉄琴）バチ付

スレイベル（「そりすべり」などのクリスマ
スソングでもおなじみの鈴）

83

大型楽譜付
メロディーベル
（ハンドベル）

4

歌詞についている色のベルを鳴らして演奏し
ます。大型の歌詞付のため、誰でも手軽に参
加できます。吸盤付きボルダーを付け、テー
ブル上に設置して付属のビーターでもベルを
たたけます

84 キーボード 1

85 くだもの収穫つりゲーム 1

面ファスナーが先端についた釣竿で、布製の
かわいいカラフルなくだものたちを釣り上げ
ます。
子どもからお年寄りまで一緒に楽しめます。
楽しみながら手指先や上肢の巧緻性が維持・
強化されます。集中力の向上に!

大

小



86 カプラ 13
「一枚の板」を積み重ねるだけで、建物や乗
り物、動物まで作れるフランス生まれの木製
ブロックです。

87 木のおもちゃ 木のレールをつないで遊ぶおもちゃ

88 くねくねばーん 1 車が滑り落ちる木のおもちゃ

89 森のあそび箱 1
四角い箱に楽しい遊びがいっぱい詰まってい
ます。

90 Finger Fun Table 1

指先を使ってビーズをつまんで動かし、集中
して遊ぶ知育玩具です。指先を使うことは脳
の活性化につながり、手先の器用さを養い、
集中力も高まります

91 しりとりブロックくずし 2
ピラミッド状に積み上げられたブロックをし
りとりをしながら取っていくゲーム

92 ジェンガ 8
組み上げたタワーから片手で1つずつブロッ
クを抜き取って、最上段へ積み上げていく動
作を交代で行うテーブルゲームです。

93 ブロックゲーム 1
ブロックを組み合わせ立法体を完成
頭と指先のリハビリになります！



94 ブロックゲーム（木） 2 ブロックを組合わせて立方体を完成。

95 しゃぼん玉 2 しゃぼんの液は各自ご用意ください。

96 フェスティバルテント
大１
小１

簡単にワンタッチで設営できるテント

・フェスティバルテント大（青白）
２間×３間（3.6ｍ×5.4ｍ）

・フェスティバルテント小（白）
2.4ｍ×2.4ｍ

97 ワンタッチテント 2

簡単にワンタッチで設営できるテント

大体の大きさ：1.9ｍ×2.4ｍ

98 お茶タンク 4
・６L（保温・保冷可）×2
・８L（保温・保冷可）×1
・８.１L（保冷のみ）×1

99 ホットプレート 2

３枚の鉄板がセットになったホットプレート
です。みんなでおやつ作りをしませんか？
・フラットプレート
・たこ焼きプレート(穴は26個)
・グリルプレート

100 湯沸かしポット 4
３Ｌの湯沸かしポット。
使用後は中身を乾燥させて返却してくださ
い。

101 綿菓子機 1

砂糖は白ザラメをご用意下さい。

能力：1～2本 /1分
サイズ：Ｈ600ｘＷ500ｘＤ500
重量：5kg
電源：100V（50/60Hz）
消費電力：700Ｗ（AC100V）



102 ポップコーンマシーン 1

熱板テフロン加工。

能力：350g /3分
サイズ：Ｈ510×Ｗ480×Ｄ380
重量：6.7kg
電源：100V（50/60Hz）
消費電力：1.01kW

103 手動式かき氷機 1

昔ながらの手動式かき氷機

氷　一貫の大きさ
（H13・W26cm・D130）

104 握力計 1 体力測定！

105 パネル 36 高さ180cm×幅120cm

106 パネルの脚 45
連結用パネルスタンド
高さ180cm

107 フック　　 40
パンチングボード用
Ｕ型フック

108
軽トラック用
トラックシート

2

ポリエステル系の基布に樹脂防水加工を施し
たトラックシートです。
（平張りタイプ・ゴムバンド10本付）

1.8ｍ×2.1ｍ

109 ゲームレール 1
ただボールを投げるだけの簡単な遊びです。
ボールが止まったところの数が得点になりま
す。



110 カーレット 1

卓上カーリングです。
長さ３ｍ６０ｃｍ幅６０ｃｍで行う競技で
す。この大きさは人が交わる絶妙の距離感を
生み、会話がはずみます！

111 釣りっこ６ゲーム 1

魚にはホワイトボード用のマーカーで文字が
書けるので値段や得点等を書き込んで遊べま
す。魚の形状によって難易度が異なります。
【セット内容】
竿(長さ114㎝、重さ100g)6本
魚など15種

112
非接触型
体温計

11

判定スイッチを押すだけで誰でも簡単に体温
を測定できます。
単三電池用：6
単四電池用：5

113 ドコデモ　ピンポン 1

テーブルさえあればどこでも盛り上がれる卓
球セット！

【セット内容】
・ネット(最大約170cm)
・ラケット2本・ボール3個

新しい備品が増えました！



福祉・教育系

ＤＶＤ一覧
子供向け

一般向け


