
特別展「家事・家電・家庭のうつりかわり　－「主婦」の近代－」図録掲載資料一覧

番号 資料名 時代 備考（版元・法量[cm]等）

1 『女大学宝箱』 江戸時代後期 版元：江戸馬喰町四丁目吉田屋文三郎

2 『女大学宝箱』 文化11年(1814) 版元：江戸浜町三河屋富五郎

3 『女大学宝箱』
乙丑(文化2年(1805)

または慶応元年(1865))
版元等不詳

4 『女大学宝文庫』 天保15年(1844) 版元：浅草福井町一丁目　山崎屋清七

5 『女大学教艸』 天保14年(1843)
編輯：池田善次郎　画図：渓斎英泉　版元：和泉屋

市兵衛

6 「女大学」 弘化2年(1845) 筆写：斎藤老

7 『女教訓■(金偏に黄)嚢』 明和3年(1766) 版元：堀川通綾小路下ル町　銭屋庄兵衛

8 『天保新刻読本女孝経』 嘉永３年(1850)
版元：山田屋庄兵衛・菊屋幸三郎・藤岡屋慶次郎・

山口屋藤兵衛・吉田屋文三郎共

9 『教訓女小学』 江戸時代(幕末) 版元：仙台国分町十九軒　菅原屋安兵衛

10 『女中躾方女今川教訓鑑』 江戸時代後期 版元：江戸下谷御成道 　雲堂英文蔵

11 『女今川岸姫松』 弘化４年(1847) 版元：松林堂藤岡屋慶次郎

12 『え入女重宝記』 元禄5年(1692) 著者：艸田寸木子(苗村丈伯)

13 『新板増補男重宝記』 元禄15年(1702) 福井県文書館蔵

14 羽釜 32(直径)×21　蓋：26(直径)×9

15 石製竈(浜住石) 37×43×61　福井城堀(福井市)より採集

16 飯かご 37(直径)×22.5　使用地：福井市小幡町

17 飯びつ 30(直径)×25.5　使用地：福井市小幡町

18 イズメ 46(直径)×26.5　使用地：敦賀市山

19 蒸し竈 54×39×50　使用地：福井市

20 洗濯板 1.5×54×25

21 たらい 21×54.5(直径)

22 張り板 3.5×47.5×197　使用地：南越前町上温谷

23 張り板 4.5×59×217.5　使用地：越前市

24 張り板 4.5×50.5×217

25 針箱 42×19.5×24.5　使用地：福井県内

26 針箱 42×21×18.5　使用地：越前市

27 針箱 37.5×16.5×18.5　使用地：おおい町

28 火熨斗(ひのし) 6×12×39.5　使用地：福井市山内町

29 鏝(こて) 38×4.5×8.5　使用地：福井市松本

30 炭火アイロン 15×10×17　使用地：福井県内

第2章

番号 資料名 時代 備考(出版社・法量[cm]等)

31 永田健助(訳)『百科全書家事倹約訓』上 明治7年(1874) 文部省

32 下田次郎『女子教育』 明治37年(1904) 金港堂書籍株式会社

33 喜多見佐喜『新編　割烹教科書』全 大正9年(1920) 友文社

34 石澤吉麿『家事新教科書』上巻 大正10年(1921) 集成堂

35 石澤吉麿『家事新教科書』下巻 大正10年(1921) 集成堂

36 大江スミ子『家事実習教科書　修正改版』全 大正11年(1922) 元元堂書房

37 吉村千鶴『現代　裁縫教科書』巻一 昭和2年(1927) 東京開成館

38 吉村千鶴『現代　裁縫教科書』巻二 昭和2年(1927) 東京開成館

39 越智キヨ『修訂　新時代家事教本』 昭和7年(1932) 星野書店

40 文部省『高等小学　家事教科書　第一学年児童用』 昭和8年(1933) 東京書籍株式会社

41 五十嵐　力(編)『純正女子国語読本』巻一 昭和8年(1933) 早稲田大学出版部

42 五十嵐　力(編)『純正女子国語読本』巻二 昭和8年(1933) 早稲田大学出版部

43 法貴未子『改訂　女子作法教科書』全 昭和10年(1935) 元元堂書房

44 文部省『高等小学　家事教科書　第二学年児童用』 昭和11年(1936) 東京書籍株式会社

45 吉村千鶴『現代　裁縫教科書』巻一 昭和11年(1936) 東京開成館

46 吉村千鶴『現代　裁縫教科書』巻四 昭和11年(1936) 東京開成館

47 澤潟・木枝『新制　女子国語読本(四年制用)　予習辞書』巻七 昭和13年(1938) 株式会社東京辞書出版社

48 家事教授研究会『専攻科・高等科　家事衣服論』 昭和15年(1940) 合資会社文光社

49 国民礼法研究会『女子日常礼法』 昭和16年(1941) 西東社

50 家事教授研究会　大元茂市郎『教科適用　家事育児論』 昭和16年(1941) 合資会社文光社

※特に表記のないものは福井県立歴史博物館蔵。
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番号 資料名 時代 備考(出版社・法量[cm]等)

51 家事教授研究会　大元茂市郎『教科適用　家事看護論』 昭和16年(1941) 合資会社文光社

52 家事教授研究会　大元茂市郎『家事教授法要義』 昭和16年(1941) 合資会社文光社

53 家事教授研究会　大元茂市郎『教科適用　家事食物論』 昭和16年(1941) 合資会社文光社

54 家事教授研究会　大元茂市郎『教科適用　家事経済管理論』 昭和17年(1942) 合資会社文光社

55 中原イネ子『割烹実習指導書』 昭和17年(1942) 合資会社文光社

56 中原イネ子『割烹指導方案　応用篇』 昭和17年(1942) 合資会社文光社

57 中原イネ子『割烹指導方案　基本篇』 昭和17年(1942) 合資会社文光社

58 文部省『高等科家事』上 昭和19年(1944) 東京書籍株式会社

59
奈良女子高等師範学校　裁縫研究会　代表者　米澤　光

『裁縫精義　コート篇』
昭和17年(1942) 東洋図書株式合資会社

60
奈良女子高等師範学校　裁縫研究会　代表者　米澤　光

『裁縫精義　羽織袴篇』
昭和17年(1942) 東洋図書株式合資会社

61
奈良女子高等師範学校　裁縫研究会　代表者　米澤　光

『裁縫精義　持種物篇』
昭和18年(1943) 東洋図書株式合資会社

62
奈良女子高等師範学校　裁縫研究会　代表者　米澤　光

『裁縫精義　襦袢及寝具篇』
昭和27年(1952) 東洋図書

63 婦人之友編集部『裁縫洋裁　基礎篇』 昭和27年(1952) 婦人之友社

64 主婦之友編集局『主婦之友家庭講座　第十三揖　実用刺繍』 昭和27年(1952) 主婦之友社

65 『主婦之友』(38冊) 昭和3年(1928)～昭和20年 主婦之友社

66 『婦人公論』第16巻第8号 昭和6年(1931) 中央公論社

67 『婦人公論』第26巻第5号 昭和16年(1941) 中央公論社

68 『婦人倶楽部』(26冊) 昭和5年(1930)～昭和17年 大日本雄辯會講談社

69 『家の光』(70冊) 昭和6年(1931)～昭和20年 産業組合中央会・社団法人家の光協会

70
『主婦之友新年号附録　奥様百科宝典』

『主婦之友』第19巻第1号付録
昭和10年(1935) 主婦之友社

71 陶製コンロ 昭和10年代後半 7.5×16×31

72 陶製アイロン 昭和10年代後半 10.5×8×15.5

73 陶製湯たんぽ 昭和10年代後半 21.5×20.5×12

74 貝杓子 昭和10年代後半 41×9

75 家計簿 昭和39年(1964) 使用地：大野市

76 家計簿 昭和37年(1962) 使用地：大野市

77 家計簿 昭和41年(1966) 使用地：大野市

78 家計簿 昭和42年(1967) 使用地：大野市

79 家計簿 昭和44年(1969) 使用地：大野市

80 家計簿 昭和45年(1970) 使用地：大野市
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番号 資料名 時代 備考(出版社・法量[cm]・所蔵等)

81 『主婦之友』(41冊) 昭和21年(1946)～昭和41年 主婦之友社・主婦の友社

82 『婦人倶楽部』(11冊) 昭和21年(1946)～昭和38年 大日本雄辯會講談社・講談社

83 『婦人公論』第31巻第6号 昭和21年(1946) 中央公論社

84 『婦人公論』第39巻第3号 昭和29年(1954) 中央公論社

85 『婦人公論』第39巻第5号 昭和29年(1954) 中央公論社

86 『主婦と生活』(12冊) 昭和22年(1947)～昭和39年 主婦と生活社

87 『婦人生活』(29冊) 昭和22年(1947)～昭和43年 婦人生活社

88 『家の光』(301冊)
昭和20年(1945)～平成２年

(1990)
家の光協会

89 『暮しの手帖』(172)冊
昭和23年(1948)～平成12年

(2000)
暮しの手帖社

90 『暮らしの経済宝典』『家の光』昭和31年1月号付録 昭和31年(1956) 家の光協会

91 『家の光臨時増刊　生活改善読本』 昭和29年(1954) 家の光協会

92
『生活改善グラフ　工夫と実例』

『家の光』9月号付録
昭和31年(1956) 家の光協会

93 ピーアコルク冷蔵器(木製) 昭和初期 72×43×45

94 富士印冷蔵庫 昭和20年代 77×52×41　使用地：福井市

95 ナショナル冷蔵庫(NR-33)[松下電器] 昭和34年(1959) 100×52×55

96 日立冷蔵庫(W-95) 100×49×53

97 ナショナル冷蔵庫(NR-860)[松下電器] 昭和30年代 129.5×65×69

98 東芝電気自動式釜(RC-10H) 昭和30年代か 25×35×30



番号 資料名 時代 備考(出版社・法量[cm]・所蔵等)

99 ナショナル炊飯器(SR-200RT)[松下電器] 昭和40年代か 26×33×30

100 タイガー保温ジャー(ELC-50) 昭和46年(1971) 29×29.5×32.5

101 象印電子ジャー(RH-22) 昭和40～50年代 33×26×31

102 東芝タイムスイッチ(TWS-201) 昭和30年代 9×14×8

103 ナショナルダイアルMタイマー(ET-83)[松下電器] 昭和40年代か 8×9×11

104 パロマガス給湯器 昭和40年代 67×17×16.5

105 パロマガス給湯器(RH-16) 昭和40年代 83×47×30

106 ナショナルガス炊飯器(PK-35A)[松下電器] 34.5×39×33

107 パロマガス炊飯器(PR-3号A) 35×43×36

108 パロマガステーブル(PA2N) 15×57×36

109 ナショナル電子レンジ(NE-6220)[松下電器] 昭和40年代 46×44×53

110 ナショナル電子レンジ(NE-8300)[松下電器] 昭和50年代か 39×54×51

111 ナショナル食器洗い機(NP-1000)[松下電器] 昭和44年(1969) 93×52.5×55　使用地：福井県内

112 シャープ電気自動ポット(KP-670) 23×6×14

113 東芝コーヒーポット(PLA-41) 昭和30年代 13×15×21

114 ナショナル電気コーヒーポット(NC-500)[松下電器] 昭和39年(1964) 20×11×21.5

115 東芝電気ポット(PL-57) 昭和30年代 19×10×18

116 東芝電気ポット(PL-56) 昭和30年代 16×12.5×19

117 孔雀印回転式ポット(AE-1900) 昭和45年(1970) 32.5×14×18

118 孔雀印回転式ポット(RK-1300) 昭和45年(1970) 22×13×19

119 孔雀印ネオポット(DNE-1900) 昭和50年代 34×14×20

120 PEACOCKポット(B-A) 昭和30年代 28×17×19

121 ローヤルポット(C-2200)[ローヤル化成株式会社] 36×13.5×18.5

122 ナショナルミキサー(MX-80D)[松下電器] 昭和43年(1968) 40×18×20

123 ナショナルジューサー(MJ-15)[松下電器] 昭和40年代か 29×20×20

124 カモメホーム洗濯機[林製作所] 昭和30年代 33×35×30

125 三菱洗濯機(MW-15) 昭和30年代 66.5×46×46

126 三菱洗濯機(EW-580A) 90×50×42

127 クミアイ洗濯機(EW) 昭和36年(1961)か 76×40×38.5

128 ナショナル二槽式洗濯機(N-1055)[松下電器] 昭和40年代か 77×60×46

129 日立全自動洗濯機(PW-42N3) 平成５年(1993) 86.5×53×54

130 石鹸クロバーレモン[クロバーコーポレーション] 5×30×8.5(袋)

131 赤玄マルセル石鹸[第一工業製薬] 8×5×6(2個まとめて)

132 ミヨシマルセル石鹸 8×5×6(2点)

133 洗濯用せっけん[プロクターアンドギャンブルサンホーム] 6.5×10×3

134 合成洗剤ポピンズ[花王石鹸] 38×26×10

135 合成洗剤ピンキー[ライオン油脂] 38×28×9.5

136 合成洗剤ニュークレハ[呉羽油脂] 35.5×25.5×12

137
合成洗剤モノゲンオール

[プロクターアンドギャンブルサンホーム]
38×28×9

138 合成洗剤うず潮[奈良油脂業] 37×27×12

139 合成洗剤ニュービーズ[花王石鹸] 31×30×29

140 LEADミシン 昭和初期 21×40×23　箱：28×40×23

141 LEADミシン 昭和初期 24×24.5×16.5　箱：27×24.5×16.5

142 LEADミシン 昭和初期 24×25×17　箱：27.5×25×17

143 三菱足踏ミシン(HT-1) 昭和30年代 78×87×43

144 ジャノメ足踏ミシン(366) 昭和41年(1966) 78×89×43

145 RICCARミシン 昭和40年代 28×59×23　箱：34×49×23

146 三菱電気アイロン(I-33) 10×9×18

147 サンヨーアイロン(A-800) 12×10.5×19　箱付

148 東芝アイロン(CHM-32) 昭和30年代 11.5×10.5×20.5

149 アイロン(ST-11)[第一電子産業] 12×11×22

150 日立電気掃除機(R-H15C) 昭和38年(1963) 21×51×14(ホース長：240)

151 ナショナル電気掃除機(MC-6300C) 昭和40年代か 25×49×19(ホース長：187)

152 東芝総合チラシ 昭和30年代

153 東芝掃除機カタログ VC-45HD型クリーナー他掲載

154 ナショナル掃除機カタログ[松下電器] MC-30型他掲載

155 ナショナル掃除機カタログ[松下電器] MC-8型他掲載

156 富士電機総合チラシ 昭和40年代

157 東芝洗濯機カタログ AW-2020掲載



番号 資料名 時代 備考(出版社・法量[cm]・所蔵等)

158 富士電機洗濯機総合カタログ 昭和40年代 W364形他掲載

159 ナショナル洗濯機カタログ[松下電器] S・S型愛妻号　N-160型掲載

160 シャープ冷蔵庫チラシ 昭和37年(1962) SR-105A他掲載

161 ナショナル洗濯機総合カタログ[松下電器] NK-100形他掲載

162 東芝洗濯機カタログ
スーパークリーンホワイトD

VH-5060掲載

163 富士電機冷蔵庫総合カタログ 昭和30年代後半～40年代 R-123形他掲載

164 東芝炊飯器(電気釜)カタログ RC-20A掲載

165 ナショナルミキサーカタログ[松下電器] MX-25型他掲載

166 『アサヒグラフ』(48冊) 昭和25年(1950)～昭和36年 朝日新聞社

167
『消費生活の知恵　家庭用品の選び方・使い方』

『家の光』昭和４３年９月号付録
昭和43年(1968) 家の光協会
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168 『婦人画報』7月号 令和元年(2019) ハースト婦人画報社

169 『婦人公論』７/9号 令和元年(2019) 中央公論新社

170 『婦人之友』7月号 令和元年(2019) 婦人之友社

171 『クロワッサン』7/10号 令和元年(2019) マガジンハウス

172 『mamagirl』夏号 令和元年(2019) エムオン・エンターテイメント

173 『NHKきょうの料理』7月号 令和元年(2019) NHK出版

174 『３分クッキング』7月号 令和元年(2019) KADOKAWA

175 『ESSE(エッセ)』7月号 令和元年(2019) フジテレビジョン

176 『オレンジページ』7/2号 令和元年(2019) オレンジページ

177 『暮しの手帖』4世紀-100号 令和元年(2019) 暮しの手帖社

178 『栗原はるみ　haru_mi』夏　Vol.52 令和元年(2019) 扶桑社

179 『サンキュ！』7月号 令和元年(2019) ベネッセコーポレーション

180 『CHANTO!』7月号 令和元年(2019) 主婦と生活社

181 『PHP　くらしラク～る♪』7月号 令和元年(2019) PHP研究所

182 『Mart(マート)』7月号 令和元年(2019) 光文社

183 『レタスクラブ』７月号 令和元年(2019) KADOKAWA

184 令和元年の家電カタログ 令和元年(2019)

185 ロボット掃除機(Roomba e5)[iRobot] 平成30年(2018) 35.2(直径)×9.2　個人蔵

186 ロボット掃除機のカタログ 令和元年(2019)


