
種 類 国 備 考

G1 1 ミズバハ（数珠） 装飾品 イスラム圏

G1 2 ミズバハ（数珠） 装飾品 イスラム圏

G1 3 ミズバハ（数珠） 装飾品 イスラム圏

G1 4 ミズバハ（数珠） 装飾品 イスラム圏

G1 5 ミズバハ（数珠） 装飾品 イスラム圏

G1 6 ミズバハ（数珠） 装飾品 イスラム圏

G1 7 ミズバハ（数珠） 装飾品 イスラム圏

G1 8 ミズバハ（数珠） 装飾品 イスラム圏

G1 9 ミズバハ（数珠） 装飾品 イスラム圏 トウルン

G2 1 メタルマラカス １個 楽器類 インド 約２５ｃｍ

G2 2 ジーカ １個 楽器類 インド 約４５ｃｍ

G2 3 サリー 女性用 衣装 インド ピンク色 2

G2 4 バンスリ 楽器類 インド 横笛

G2 6 インド象（金属製の置物） 装飾品 インド 象（金属製）

G2 7 インド象（木彫りの置物） 装飾品 インド 象（木製）

G3 1 カスタネットアイロン 楽器類 インドネシア 約１９ｃｍ 0

G3 1.2 カスタネットアイロン 楽器類 インドネシア 約１９ｃｍ 0

G3 2 SWIRL WOOD RATATAY 楽器類 インドネシア 長さ約17ｃｍ×幅約15ｃｍ

G3 2.2 SWIRL WOOD RATATAY 楽器類 インドネシア 長さ約17ｃｍ×幅約15ｃｍ

G3 3 バードホイッスル 楽器類 インドネシア

G3 3.2 バードホイッスル 楽器類 インドネシア

G3 3.3 バードホイッスル 楽器類 インドネシア

G3 4 人形 影絵人形（小） 玩具 インドネシア 木製

G3 5 人形 影絵人形（大） 玩具 インドネシア

G3 5.2 人形 影絵人形（大） 玩具 インドネシア

G3 6 スリッパ 日用品 インドネシア

G3 7 うちわ 装飾品 インドネシア

G3 6 ちまき（ケトゥパット）の包み ２個 装飾品 インドネシア

G4 1 人形 装飾品 エジプト らくだ

G4 2 サハラ砂漠の砂 装飾品 北アフリカ （エジプト、リビア等） 瓶入り

G4 3 パーカー付ロングジャケット 大人・女性用 衣装 モロッコ ロングジャケット/うぐいす色
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種 類 国 備 考品 名

G5 1 チマチョゴリ４点セット 女性用 衣装 韓国・朝鮮 チマ（スカート・赤） チョゴリ（上着・黄緑） ソッチマ（ペチコート） ボソン（韓国の足袋）

G5 2 チマチョゴリ４点セット 女性用 衣装 韓国・朝鮮 チマ（スカート・ピンク） チョゴリ（上着・薄ピンク） ソッチマ（ペチコート） ポソン（韓国の足袋）

G5 3 パヂチョゴリ３点セット 男性用 衣装 韓国・朝鮮 パヂチョゴリ（上下・ピンク） マゴヂャ（上着・青） チョッキ（青）

G5 3.2 パヂチョゴリ３点セット 男性用 衣装 韓国・朝鮮 パヂチョゴリ（上下・ピンク） マゴヂャ（上着・青） チョッキ（青）

G5 4 ペンイセット （ペンイ・ペンイチェ） 玩具 韓国・朝鮮 朝鮮の駒 朝鮮駒を打つための鞭

G5 4.2 ペンイセット （ペンイ・ペンイチェ） 玩具 韓国・朝鮮 朝鮮の駒 朝鮮駒を打つための鞭

G5 4.3 ペンイセット （ペンイ・ペンイチェ） 玩具 韓国・朝鮮 朝鮮の駒 朝鮮駒を打つための鞭

G5 4.4 ペンイセット （ペンイ・ペンイチェ） 玩具 韓国・朝鮮 朝鮮の駒 朝鮮駒を打つための鞭

G5 4.5 ペンイセット （ペンイ・ペンイチェ） 玩具 韓国・朝鮮 朝鮮の駒 朝鮮駒を打つための鞭

G5 5 ユンノリ 玩具 韓国・朝鮮 朝鮮すごろく コヌノりつき

G5 5.2 ユンノリ 玩具 韓国・朝鮮 朝鮮すごろく コヌノりつき

G5 5.3 ユンノリ 玩具 韓国・朝鮮 朝鮮すごろく コヌノりつき

G5 5.4 ユンノリ 玩具 韓国・朝鮮 朝鮮すごろく コヌノりつき

G5 5.5 ユンノリ 玩具 韓国・朝鮮 朝鮮すごろく コヌノりつき

G5 6 チャンギセット 木製 玩具 韓国・朝鮮 朝鮮将棋（板と駒） コヌノりつき

G5 6.2 チャンギセット 木製 玩具 韓国・朝鮮 朝鮮将棋（板と駒） コヌノりつき

G5 7 コヌノリ 玩具 韓国・朝鮮 囲碁に似た朝鮮の伝統的な陣取り遊び

G5 7.2 コヌノリ 玩具 韓国・朝鮮 囲碁に似た朝鮮の伝統的な陣取り遊び

G5 7.3 コヌノリ 玩具 韓国・朝鮮 囲碁に似た朝鮮の伝統的な陣取り遊び

G5 7.4 コヌノリ 玩具 韓国・朝鮮 囲碁に似た朝鮮の伝統的な陣取り遊び

G5 7.5 コヌノリ 玩具 韓国・朝鮮 囲碁に似た朝鮮の伝統的な陣取り遊び

G5 8 コンギ ６個入り（１０） 玩具 韓国・朝鮮 朝鮮おはじき ９こｌｏｓｔ

G5 9 コンギ（チュモニ入） ５個入り 玩具 韓国・朝鮮 チュモニという巾着に入っています

G5 9 コンギ（チュモニ入） ５個入り 玩具 韓国・朝鮮 チュモニという巾着に入っています

G5 9 コンギ（チュモニ入） ５個入り 玩具 韓国・朝鮮 チュモニという巾着に入っています

G5 9 コンギ（チュモニ入） ５個入り 玩具 韓国・朝鮮 チュモニという巾着に入っています

G5 9 コンギ（チュモニ入） ５個入り 玩具 韓国・朝鮮 チュモニという巾着に入っています

G5 11 ハングル表 ハングルのお勉強 教材・教具 韓国・朝鮮

G5 12 ハングル表 森の中のお友達 教材・教具 韓国・朝鮮

G5 13 ハングル表 くだものと野菜 教材・教具 韓国・朝鮮

G5 14 チャンゴ 楽器類 韓国・朝鮮 バチ２種 「クングルチェ（先が丸くなっているバチ） ヨルチェ（竹を細く削ったバチ）

G5 15 チャンゴ 楽器類 韓国・朝鮮 バチ２種 「クングルチェ（先が丸くなっているバチ） ヨルチェ（竹を細く削ったバチ）

G5 16 チャンゴ（小） 楽器類 韓国・朝鮮 バチ２種 「クングルチェ（先が丸くなっているバチ） ヨルチェ（竹を細く削ったバチ）

G5 17 ハングル表 教材・玩具 韓国・朝鮮

G5 18 ハングル表 物の名前 教材・玩具 韓国・朝鮮

G5 19 パチジョゴリ 子ども用（６才） 衣装 韓国・朝鮮 上着（ピンク） ベスト（水色） ズポン（紫、裾に水色）

G5 20 人形 装飾品 韓国・朝鮮 人形（女性）２体 座っている

G5 21 人形 装飾品 韓国・朝鮮 人形(女性）１体 座っている／１体 立っている

G5 22 コムシン 女性用 衣装 韓国・朝鮮 靴

G5 23 子ども服（上着） 子ども用 衣装 韓国・朝鮮 ピンク 6

G5 24 子ども服（上着） 子ども用 衣装 韓国・朝鮮 赤 6

G5 25 子ども服（ズボン） 子ども用 衣装 韓国・朝鮮 紫 6

G5 26 チェギ 玩具 韓国・朝鮮 蹴羽

G5 27 チマチョゴリ２点セット 女性用 衣装 韓国・朝鮮 チマ（スカート・赤） チョゴリ（上着・緑）



種 類 国 備 考品 名

G5 28 チマチョゴリ２点セット 女性用 衣装 韓国・朝鮮 チマ（スカート・ピンク） チョゴリ（上着・薄ピンク）

G5 29 チマチョゴリ（上着のみ） 女性用 衣装 韓国・朝鮮 チョゴリ（上着・黄色）

G5 30 チマチョゴリ２点セット 子ども用 衣装 韓国・朝鮮 チマ（スカート・赤黄青緑） チョゴリ（上着・緑赤）

G5 31 靴 子ども用（女子） 衣装 韓国・朝鮮 クリーム色 ゴム製 140mm

G5 32 チマチョゴリ３点セット 子ども用（女子７歳～８歳） 衣装 韓国・朝鮮 上着（金色）、スカート（赤色）、ポーチ（紫）

G5 33 ソッチマ（子供用チマチョゴリペチコート） 子ども用（女子７歳～８歳） 衣装 韓国・朝鮮 白

G5 34 チマチョゴリ２点セット 女性用 衣装 韓国・朝鮮 チマ（スカート・赤紫） チョゴリ（上着・赤紫）

G5 35 人形 装飾品 韓国・朝鮮 人形１体 立っている



種 類 国 備 考品 名

G6 1 アバーエ（白）公式用 マント（男性用） 衣装 シリア 全身を包むゆったりとしたマント 紺田氏寄贈

G6 2 アバーエ（黒）日常用 マント（男性用） 衣装 シリア 全身を包むゆったりとしたマント

G6 3 シリア 上着 男性用 衣装 シリア 日常着 紺／長袖

G6 4 シリア 上着 男性用 衣装 シリア 日常着 ベージュ／長袖

G6 5 シリア 上着 男性用 衣装 シリア 日常着 茶／長袖

G6 6 クーフィーヤ 男性用 衣装 シリア 頭にかぶる布 白／黒のライン

G6 7 クーフィーヤ 男性用 衣装 シリア 頭にかぶる布 白

G6 8 クーフィーヤ 男性用 衣装 シリア 頭にかぶる布 白／黒の模様

G6 9 クーフィーヤ 男性用 衣装 シリア 頭にかぶる布 白／赤の模様

G6 10 クーフィーヤ 男性用 衣装 シリア 頭にかぶる布 白／茶の模様

G6 11 イカール 男性用 衣装 シリア クーフィーヤと共に用いる輪

G7 1 農民服 男性用 衣装 タイ 紺色 1 0

G7 2 人形 男性 玩具 タイ

G7 3 人形 女性 玩具 タイ

G7 4 色遊び 子ども用 玩具 タイ

G7 5 セパタクロ 玩具 タイ 茶色 ボール

G7 6 ウォート 玩具 タイ 笛

G8 1 中国コマ 玩具 中国

G8 1.2 中国コマ 玩具 中国

G8 2 中国服 男性用 衣装 中国 紺色 フリーサイズ 1

G8 3 中国服 子ども用 衣装 中国 ピンク（１２号） 14

G8 4 中国服 女性用 衣装 中国 青 16

G8 5 人形 装飾品 中国 女性 民族

G8 6 ひょうたん笛 楽器類 中国

G8 7 二胡 楽器類 中国

G8 9 中国服（上着） 女性用 衣装 中国 長袖／赤 15

G8 10 中国服（上着） 女性用 衣装 中国 半袖／赤紫 15

G8 11 中国服（上着） 子ども用 衣装 中国 チョッキ／赤

G8 12 人形 陶器 玩具 中国

G8 13 人形 獅子 玩具 中国

G8 14 中国語表 教材・玩具 中国

G8 15 中国語表 教材・玩具 中国

G8 16 中国のお皿 装飾品 中国

G8 18 中国服（上着） 子ども用 衣装 中国 長袖／黒

G8 19 中国服（ベスト） 子ども用 衣装 中国 ピンク（金糸）

G8 20 中国服（ベスト） 子ども用 衣装 中国 ピンク（内側 白）

G8 21 馬頭琴 装飾品 中国 中国内蒙古 民族楽器 ミニチュア

G8 22 中国服 子ども用（女子） 衣装 中国 白地にブルー柄

G8 23 駒 玩具 中国 木材 白いひも

G8 24 中国帽子 子ども用 衣装 中国 黒地に赤刺繍 三つ編み付き

G8 25 中国コマ 玩具 中国 木製 ひも付き木製の棒２本

G8 26 中国お手玉 子ども用 玩具 中国 白（羊の骨）



種 類 国 備 考品 名



種 類 国 備 考品 名

G9 1 イフガオ民族衣装 女性用 衣装 フィリピン ブラウス（白／半袖） 巻きスカート ベルト

G9 2 イフガオ民族衣装 男性用 衣装 フィリピン 肩掛け（大判布） 腰布（ふんどし） ベルト

G9 3 イフガオ民族 ヘッドバンド 大（直径３０ｃｍ） 衣装 フィリピン

G9 3.2 イフガオ民族 ヘッドバンド 大（直径３０ｃｍ） 衣装 フィリピン

G9 4 イフガオ民族 ヘッドバンド 小（直径２５ｃｍ） 衣装 フィリピン

G9 4.2 イフガオ民族 ヘッドバンド 小（直径２５ｃｍ） 衣装 フィリピン

G9 5 イフガオ民族 ポシェット 衣装 フィリピン 布製

G9 6 シャツ（バロン） 男性用 衣装 フィリピン 正装用(ベージュ／刺繍）

G9 7 ＪＥＥＰＮＥＹ（車のおもちゃ） 玩具 フィリピン 青色

G9 8 ＫＡＬＥＳＡ（馬車のおもちゃ） 玩具 フィリピン 赤色の馬車

G9 9 ＫＡＬＥＳＡ（馬車のおもちゃ） 玩具 フィリピン 白色の馬車

G9 10 人形 木彫り 玩具 フィリピン

G9 11 人形 木彫り 玩具 フィリピン

G9 12 SUNGkA MANCALA 玩具 フィリピン アフリカを起源とする双六 貝の駒付

G9 13 人形（Dinagyang祭りの子ども） 玩具 フィリピン Iloilo市 Dinagyang祭りの公式人形 原住民族の衣装（ピンク）

G10 1 ペテカ １個 玩具 ブラジル 蹴羽 1

G10 2 ピオン ３個 玩具 ブラジル 駒 3

G10 3 フィグリ-ニャ 玩具 ブラジル サッカー選手のカード 1

G10 4 ブラジルの人形（木の実製） 装飾品 ブラジル 木の実製の人形

G10 5 ブラジル国旗のキーホルダー 装飾品 ブラジル 布製（角形）

G10 6 ブラジル国旗のキーホルダー 装飾品 ブラジル 布製（丸形）

G10 7 ペテカ（大） １個 玩具 ブラジル 手のひらで投げて遊ぶ玩具 羽根付き

G10 8 カシシ 楽器 ブラジル 振ると音が鳴る

G10 9 ガンザ 楽器 ブラジル シェイカー

G11 1 木琴（竹製） 楽器類 ベトナム 0

G11 1.2 木琴（竹製） 楽器類 ベトナム 0

G11 2 アオザイ 女性用 衣装 ベトナム 青色 パンツ付（白） 11

G11 3 アオザイ 女性用 衣装 ベトナム 赤色 １０号 パンツ付（白） 9

G11 4 アオザイ 女性用 衣装 ベトナム 水色 １２号 パンツ付（白） 7

G11 5 アオザイ 女性用 衣装 ベトナム オレンジ色 １４号 パンツ付（白） 10

G11 6 け羽 玩具 ベトナム ける遊び道具（白） ダーカウ（Da Cou）

G11 7 お面 玩具 ベトナム ピンク色のひげ

G11 8 アオザイ 女性用 衣装 ベトナム 上着（ピンク） ズボン（ピンク）

G11 9 コーヒーメーカー 日用品 ベトナム

G11 9.2 コーヒーメーカー 日用品 ベトナム

G11 10 人形 女性（陶器） 玩具 ベトナム

G11 11 人形 玩具 ベトナム 女性



種 類 国 備 考品 名

G12 1 チャスキ（インカ飛脚） 男性用 衣装 ペルー 半袖／オレンジ バンダナ付（レインボー） ポーチ付 12

G12 2 アンデスの笛 楽器類 ペルー サンポーニャ（大）

G12 3 アンデスの笛 楽器類 ペルー サンポーニャ（小）

G12 4 雨の木 Ｓ 楽器類 ペルー 約６０ｃｍ 3

G12 4.2 雨の木 Ｓ 楽器類 ペルー 約６０ｃｍ 3

G12 5 帽子 衣装 ペルー 茶

G12 6 帽子（ベレー） 衣装 ペルー 茶

G12 6.2 帽子（ベレー） 衣装 ペルー こげ茶

G12 7 かばん（リュック） 衣装 紫

G12 8 ペンケース 日用品 レインボー

G12 8.2 ペンケース 日用品 紫

G12 9 ペルーの織物タペストリー額 装飾品 ペルー 額縁

G12 10 パーカー付セーター 子ども用 衣装 ペルー ニットのセーター/青

G12 11 マテ茶セット（ミニチュア置物） 装飾品 アルゼンチン マテ茶セット（マテ壺とボンビーリャ）

G12 12 マテ茶セット アルゼンチン マテ茶セット（マテ壺とボンビーリャ）

G13 1 公立学校の制服 イスラム教 マレーシア ブラウス（白） スカート（水色） スカーフ（白） 4

G14 1 サリー 女性用 衣装 ネパール サリー（緑） ブウラス（緑） ズボン（黄緑）

G14 2 パンジャビスーツ 女性用 衣装 ネパール ワンピース（オレンジ） ズボン（オレンジ） スカーフ（オレンジ）

G14 6 ネパール語表 教材・教具 ネパール

G14 7 ネパール語表 教材・教具 ネパール

G14 8 ネパール語表 教材・教具 ネパール

G14 9 ネパール語表 教材・教具 ネパール

G14 10 オーバーブラウス 女性用 衣裳 ネパール 縦縞ブラウス

G14 11 ネパールのカレンダー大

G14 12 ネパールのカレンダー小

G15 1 お金 紙幣 ベトナム 20,000（１枚）10,000（１枚） 2,000（１枚）1,000（１枚）500（１枚）

G15 2 お金 紙幣 アジア タイ（20バーツ札）、フィリピン（50ペソ札） インドネシア（1,000ルピー札 ３枚） カンボディア（100 1枚） スリランカ（10ルピ札２枚）

G16 1 弦楽器ドンブラ 装飾品 カザフスタン 弦楽器ドンブラ（木製）ミニチュア

G16 2 らくだのぬいぐるみ 装飾品 カザフスタン らくだのぬいぐるみ

G16 3 ビールジョッキ 装飾品 スイス ビールジョッキ（陶製）ミニチュア

G16 4 人形（女性） 装飾品 スイス 人形

G16 5 人形（女性） 装飾品 イタリア 人形

G16 6 扇子 装飾品 スペイン 扇子/茶色

G16 7 スコートゥーイ 楽器 カンボジア 小太鼓

G17 1 日本人形 装飾品 日本 人形（女性）

G17 2 日本人形 装飾品 日本 人形（男性）

G18 1 ゲル 装飾品 モンゴル 遊牧民の移動式住居 ミニチュア

G18 2 ジャガイ占いセット 玩具 モンゴル 占いの表と動物の骨4個

硬貨：500（一つ）1000（一つ）500(一つ）200（一つ）



種 類 国 備 考品 名

G18 3 帽子 衣装 モンゴル 黒/オレンジ


