
 

クロリティ（輪投げ） 輪投げリング 

 貸出数 外用２台 

     内用２台 
 貸出数 ２７本 

 大きさ 60cm×60cm  大きさ 直径 16cm 

 

 

ビーンボーリング シュートゲーム 

 貸出数 １台(玉４個)  貸出数 １台 

 大きさ 45cm×95cm  大きさ 95cm×60cm 

  

糸巻きダービーゲーム ゲーゴールゲーム 

 貸出数 １組（5頭）  貸出数 １台 

 大きさ 23cm×26cm  大きさ 30cm×114cm 

  



 

バルバレーゲーム 

（室内バレー） 

リング・リングゲーム 

（発砲ゴム製リング） 

 貸出数 １組(大３個､小３個) 

貸出数 １組  大きさ 直径 大 25cm、小 38cm 

  

早押しピンポンブー 東海道五十三次双六ゲーム 

 貸出数 １台  貸出数 １組 

 大きさ 9cm×35cm  大きさ  

  

百歳バンザーイ！ 双六 すき焼きじゃんけん 

 貸出数 ３組  貸出数 １組 

 大きさ 22cm×30cm  大きさ ｶｰﾄﾞ：5.5cm×8cm 

  



 

羽根っこゲーム 台風ドカーンゲーム 

 貸出数 １組  貸出数 ３個 

 大きさ 118cm×93㎝  大きさ 28cm×28cm×40cm 

  

お手玉（大・小） サイコロ（大） 

 貸出数 

 大 ２個 

 小 ２６７個(84個､183個) 

 貸出数 １個 

 大きさ 13cm×13cm 

  

ぐらぐらゲーム オセロ 

 貸出数 ３組  貸出数 ５台 

 大きさ 26cm×16cm  大きさ 40cm×40cm 

  



 

スマイル射的 たいこ相撲 

 貸出数 １組(２台)  貸出数 １台 

 大きさ  (縦×横×高) 

   本体：11cm×57cm×18cm 

   ピストル：40cm 

 大きさ 土俵：60cm×60cm 

    土俵の足：43cm 

    バチ：40cm 

  

囲碁ボール（ミニ） スカットボール 

 貸出数 １組  貸出数 １組(ｽﾃｨｯｸ 2本) 

 大きさ 48cm×93cm  大きさ 88cm×90cm 

  

ストライクボーリング 黒ひげ危機一発 

 貸出数 １台  貸出数 １台 

 大きさ 55cm×108cm  大きさ 30cm×21cm 

  



 

 

じゃんけんぽん ウッディアンバランス 

 貸出数 １台  貸出数 ３台 

 大きさ 28cm×20cm  大きさ 10cm×30cm 

  

思い出カルタ（童謡唱歌） いろはかるた 

 貸出数 １組  貸出数 １組 

 大きさ 12cm×16cm  大きさ 19cm×14cm 

  

 “イヒ！”かるた 交通安全ジャンボカルタ 

 貸出数 １組  貸出数 １組 

 大きさ 19cm×14cm  大きさ 33cm×23cm 

  



 

 

くだものやさいカード ジャンボトランプ 

 貸出数 １組  貸出数 ５組 

 大きさ 20cm×13cm  大きさ 18cm×12cm 

  

スーパージャンボトランプ ジャンボカード遊び 

 貸出数 ２組  貸出数 １組 

 大きさ 34cm×22cm  大きさ 33cm×23cm 

  

図鑑カード“花と木” 
みずほ方言カルタ 

（本田小学校きらら学級 製作） 

 貸出数 １組 貸出数 ３組 

 大きさ 19cm×13cm 大きさ 11cm×8cm 

  



 

 

尋常小学唱歌第一学年 タンバリン 

 貸出数 １組(ｶｾｯﾄﾃｰﾌﾟ/歌集) 

 貸出数 手付き   ５個 

     軽量ﾀｲﾌﾟ １０個 

     幼児用(小) ５個 

  

鈴 マラカス 

 貸出数 １４個  貸出数 １６個 

  

トライアングル カスタネット 

 貸出数 １２個  貸出数 ６組（１２個） 

  
 

・遊び方は、ご相談ください。その都度、説明します。 

・工夫すれば、いろいろな遊びが出来ます。 

 



 

大型絵本「はらぺこあおむし」 紙芝居 

 貸出数 １冊○本   貸出数 各８巻入り ４組 

 

『乳幼児かみしばい いっしょにあそぼ(8巻)』 

･くるまだいすき(いのうえ栄･作/画) 

･もしもしプルル(伊藤美貴･作/画) 

･まてまてバナナ(アキヤマ･ヒマワリ･作/画) 

･ふわふわふうせん(浅沼とおる･作/画) 

･フォークでぱっくん(尾崎曜子･作/画) 

･ハブラシ･ハハハ(なかはらしゅういち･作/画) 

･スプーンであーん！(冬野いちこ･作/画) 

･あそぼあそぼ(やすいすえこ･作 津田直美・画) 

 

『乳幼児かみしばい だっこだいすき(8巻)』 

･おべんとうなあに(仲川道子･作/画) 

･ぞうちゃんのおかし(武鹿悦子･作 土田義晴･画) 

･ぶーらんぶーらん たのしいね 

(山本省三･作 笹沼 香･画) 

･みててね みててね(冬野いちこ･作/画) 

･にこにこ かわいい(タナカヒデユキ･作/画) 

･みんなリボン(なかむらとおる･作 津田直美･画) 

･おでかけ おでかけ(山本和子･作 内海 博/画) 

･ぎゅうっと だっこ(いそみゆき･作/画) 

 

『乳幼児かみしばい いないいないばあ(8巻)』 

･みんなで いないいないばあ 

(なかむらとおる･作 中村陽子･画) 

･のりものいっぱい 

(こわせたまみ･作 塩田守男･画) 

･にゃあ わん ぶうぶう 

(武鹿悦子･作 寺田 繁･画) 

･まねっこだいすき 

(やすいすえこ･作 中原収一･画) 

･たべたいな たべたいな(いのうえ栄･作/画) 

･なあに なあに なあに 

(香山美子･作 尾崎曜子･画) 

･げんきにハイハイ(はたよしこ･作/画) 

･ママといっしょ(冬野いちこ･作/画) 

 

『乳幼児かみしばい いいおかお(8巻)』 

･にこにこおへんじ(冬野いちこ･作/画) 

･おくちをあーん(伊東美貴･作/画) 

･あっぷっぷー(武鹿悦子･作 土田義晴･画) 

･おようふくきようね(木曽秀夫･作/画) 

･ねんね ねんね(いそみゆき･作/画) 

･トンパプリリンおやすみなさい 

(山本和子･作 津田直美･画) 

･たかい たかい(浅沼とおる･作/画) 

･ママ、どこかしら(林原玉枝･作 内海 博･画) 

紙芝居舞台・台 

 貸出数 各１台（舞台のみ２台） 

舞台→ 

 

台→ 

キーボード・台 

 貸出数 ２台（大・小） 

 
キーボードのみの貸出も可 

 

 


