
 

資料Ｐ１２ 

  

貸出し用具一覧（平成31年1月21日現在）

用具名 個数 場所 用具名 個数 場所

ライフジャケット 300着 ﾗｲﾌｼﾞｬｹｯﾄ置場 生物顕微鏡ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰｼｽﾃﾑ 1式 海の学習室

水槽 8個 海の学習室

３人乗りボート 10艇 ピロティ前又はスロープ ルーペ 35個 海の学習室

２人乗りボート 10艇 ピロティ前 プランクトンネット 5本 海の学習室

カヌー 6艇 ピロティ前 生物顕微鏡 8台 海の学習室

大だらい 4艇 ピロティ前 ミルビン 10個 海の学習室

組立式いかだ（フロート部分） 6組 ピロティ前 ネイチャースコープ 10個 海の学習室

組立式いかだ用丸太 一式 スロープ 観察用トレイ（小） 12枚 海の学習室

組立式いかだ用ロープ 24本 ピロティ 観察用トレイ（中） 6枚 海の学習室

組立式いかだ用模型 6個 事務室 観察用トレイ（大） 12枚 海の学習室

オール 50本 ピロティ シャーレ（小） 20枚 海の学習室

木製パドル 40本 ピロティ シャーレ（大） 1枚 海の学習室

アルミ製パドル 18本 ピロティ シャーレ（特大） 1枚 海の学習室

クラッチ（オール受け） 44本 事務室 ビーカー（200ml） 13個 海の学習室

ボート栓 12個 事務室 ビーカー（100ml） 3個 海の学習室

メスシリンダー（500ml） 10本 海の学習室

スーパーフロート 50個 ピロティ前 ピンセット 35本 海の学習室

ビート版 50枚 ﾗｲﾌｼﾞｬｹｯﾄ置場 ピペット（大） 2本 海の学習室

ピペット（中） 10本 海の学習室

磯観察カード 7本 事務室

釣りざお（竹ざお） 90本 ピロティ 双眼鏡 40個 事務室

メゴチばさみ 10本 事務室 大型双眼鏡 4台 リネン横倉庫

プライヤー（針はずし） 7本 事務室 天体望遠鏡 3台 リネン横倉庫

糸切りはさみ 5本 事務室 星座盤 130枚 リネン横･事務室

箱メガネ 30個 ピロティ ＰＨメーター 10個 海の学習室

バケツ 18個 ピロティ 通電実験機 10個 海の学習室

たも 5本 ピロティ 画板 300枚 プレイホール倉庫

山の自然観察　など

海浜活動用具 自然観察用具

海活動全般

ボート類活動

水泳活動

磯釣り・磯遊び活動

海の生き物など
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用具名 個数 場所 用具名 個数 場所

ドーム型テント（４人用） 16張 乾燥室 囲碁 16組 プレイホール倉庫

ロールマット 40枚 乾燥室 碁石 14組
リネン横倉庫

うち１組　事務室

シュラフ 200個 乾燥室 将棋 16組 プレイホール倉庫

ランタン（単3電池） 18個 事務室 将棋駒 ９組
リネン横倉庫

うち3組　事務室

ハンモック 140個 プレイホール けん玉 25個 リネン横倉庫

お手玉 100個 リネン横倉庫

コンパス（方位磁石） 40個 事務室 めんこ 300枚 リネン横倉庫

熊鈴 100個 事務室 百人一首 20組 リネン横倉庫

ストップウォッチ 7個 事務室 百人一首取札 25組 リネン横倉庫

リングリングゴルフ 100個 事務室 座卓 12台 くつろぎホール

ハンティングゲーム動物カード 各種 事務室

トビーホール倉庫

プレイホール

オリエンテーション室

3台 ピロティ 女神用ろうそく立て 12本 活動用具棚

岩の沢 個人用ろうそく立て 380本 活動用具棚

各1台 島の越 アコーディオン 2台 リネン横倉庫

夕日の広場 キーボード 2台 リネン横倉庫

女神（火の神）衣装 8着 事務室 電子ピアノ １台 オリエンテーション室

延長コード（ドラム式） 5台 事務室 トビーホール

なた 9本 事務室 プレイホール

ギター 2台 事務室

用具名 個数 場所

マイクセット 4台 事務室

ビデオデッキ 2台 事務室

DVDデッキ 3台 事務室

液晶プロジェクター 2台 事務室

自立式スクリーン 3台 事務室

ＣＤラジカセ 8台 事務室

アップライトピアノ

ハイキング・リングリングゴルフなど

その他の活動用具

伝承あそび　など

漁火のつどい・野外炊事　など

漁り火台

室内活動用具

キャンプ・テント泊

視聴覚用具

山の活動用具

各1台

キャンドルサービス

各1台キャンドルサービス用蜀台
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用具名 個数 場所 用具名 個数 場所

ろうそく用鍋 5個 海の学習室 ブルーシート（特大）9.2×7.2(m) 4枚 活動用具棚

ろうそく用湯せん小鍋 20個 海の学習室 ラジオペンチ 6丁 活動用具棚

ろうそく用まな板 4枚 海の学習室 オーブントースター 8台 活動用具棚

ろうそく用皿 5枚 海の学習室 一つ穴パンチ 12本 活動用具棚

ろうそく用ピンセット 5本 海の学習室 木工やすり 14本 活動用具棚

ろうそく用スプーン 2個 海の学習室 ハトメパンチ ２台 活動用具棚

糸のこぎり 16本 活動用具棚

ハガキ用アイロン 15台 海の学習室 はさみ 48個 事務室

ハガキ用アイロン台 15個 海の学習室 塗り箸用耐水ペーパー 250個 大階段水場

ハガキ用ミキサー 9個 海の学習室 葉っぱの押絵用霧吹き 5個 海の学習室

ハガキ用ステンレスバット 40枚 海の学習室 簡単押し花 7個 海の学習室

ハガキ用千枚通し 30個 海の学習室 小刀 160本 活動用具棚

ハガキ用すき枠 40枚 海の学習室 ピンセット 90本 活動用具棚

きり 70本 活動用具棚

草木用染め用鍋 9個 海の学習室 かなづち 20本 活動用具棚

草木染め用ざる 9個 海の学習室 のこぎり 8本 活動用具棚

草木染め用菜箸 5膳 海の学習室 工作用マット 80枚 活動用具棚

草木染め用もの干し 5個 海の学習室 ガスバーナートーチ 9個 活動用具棚

草木染め用計量カップ（1000ml） 20個 海の学習室 ワイヤーブラシ 140本 活動用具棚

草木染め用バケツ 6個 海の学習室 クラフト用洗面器 100個 活動用具棚

若狭めのう小分け用パレット 20枚 活動用具棚

ブルーシート（極小）1.7×1.7(m) 7枚 プレイホール

ブルーシート（小）2.5×1.7(m) 2枚 プレイホール

3枚 プレイホール

2枚 活動用具棚

ブルーシート（大）7.2×7.2(m) 3枚 プレイホール

クラフト用具

ハガキ作り

草木染め

その他クラフト用具

ブルーシート（中）5.2×3.4(m)

クラフト用具

貝殻ろうそく作り
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用具名 個数 場所 用具名 個数 場所

大鍋 10個 海の学習室 バスケットボール 14個 トビーホール倉庫

とうふ用小なべ 4個 海の学習室 バスケットボール（７号皮） 2個 トビーホール倉庫

ボウル 9個 海の学習室 得点板 2台 トビーホール倉庫

皿 45枚 海の学習室

とうふ用ロート 10個 海の学習室 ゴール 1組 トビーホール倉庫

まな板 20枚 海の学習室 ボール 8個 トビーホール倉庫

どんぶり 40個 海の学習室

菜ばし 5膳 海の学習室 ドッヂボール 7個 トビーホール倉庫

お玉 8本 海の学習室 ソフトバレーボール 3個 事務室

包丁 5本 海の学習室 サッカーボール（４号ゴム） 40個 トビーホール倉庫

麺きり包丁 4本 海の学習室 サッカーボール（皮） 16個 トビーホール倉庫

めん棒 20本 海の学習室 ハンドボール 2個 トビーホール倉庫

しゃもじ 10本 海の学習室

ざる 15個 海の学習室 ネット 7組 トビーホール倉庫

計量カップ（1000ml） 2個 海の学習室 支柱 3組 トビーホール倉庫

計量カップ（500ml） 16個 海の学習室 ラケット 30本 トビーホール倉庫

ひしゃく 8個 海の学習室 シャトル 30個 事務室

麺押え 4個 海の学習室

電子レンジ 4台 海の学習室 卓球台 12台 トビーホール

はかり 14台 海の学習室 ネット 10組 トビーホール倉庫

ラケット 20本 トビーホール倉庫

フェンス 28台 トビーホール

用具名 個数 場所 ボールサーバー 1台 トビーホール倉庫

得点ボード 4台 トビーホール倉庫

ネット 2組 トビーホール倉庫 コントロールパートナー 1台 トビーホール倉庫

支柱 1組 トビーホール倉庫 パートナーネット 1台 トビーホール倉庫

支柱カバー 1組 トビーホール倉庫 卓球台 3台 プレイホール倉庫

バレーボール 40個 トビーホール倉庫 ネット 3組 プレイホール倉庫

審判台 1台 トビーホール倉庫 ラケット 10本 プレイホール倉庫

得点ボード 3台 プレイホール倉庫

ピンポン球 多数 事務室

海水を使った豆腐作り・うどん作り　など

スポーツ用具

卓球

バスケットボール

フットサル

調理用具

その他球技

スポーツ用具

バレーボール

バドミントン
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用具名 個数 場所 用具名 個数 場所

オーバルボール 16個 トビーホール倉庫

タグラグビーボール 4個 トビーホール倉庫 リンク台 1台 トビーホール倉庫

タグラグビータグベルト 100本 トビーホール倉庫 レーンマット 1組 トビーホール倉庫

タグラグビー用タグ 各色 オーバルボール 16個 プレイホール倉庫

（赤・青・黄・緑） 60本 リンク台 1台 プレイホール倉庫

レーンマット 1組 プレイホール倉庫

ユニホックボール 10個 事務室

スティック 12本 トビーホール倉庫 チュックボールネット 1組 トビーホール倉庫

ゴール 1組 トビーホール倉庫

フリーテニスボール 12個 事務室

セパタクローボール 8個 トビーホール倉庫 エスキーテニスボール 9個 事務室

フリーテニスラケット 36本 プレイホール倉庫

インディアカ用シャトル 8本 事務室 エスキーテニスラケット 40本 プレイホール倉庫

フリー・エスキーテニス用ネット 50組 プレイホール倉庫

ドッヂビーディスク 4枚 トビーホール倉庫 ネット支柱 19組 プレイホール倉庫

ディスゲッターパネル 1台 トビーホール倉庫

ドッヂビーディスク 4枚 プレイホール倉庫 大綱引き用綱 2組 トビーホール倉庫

ディスゲッターパネル 1台 プレイホール倉庫 綱引き用紅白ヘルメット 2組 トビーホール倉庫

綱引き用旗 2組 トビーホール倉庫

ボール（赤・白） 各5個 トビーホール倉庫 大綱引き用綱 2組 プレイホール倉庫

スティック 10本 トビーホール倉庫 綱引き用旗 2組 プレイホール倉庫

ゴールボード 1枚 トビーホール倉庫 エックスロープバトル 6組 事務室

人工芝 1枚 トビーホール倉庫

大なわとび（15m） 7本 トビーホール倉庫

ベースボード 30台 プレイホール倉庫 大なわとび（10m） 5本 トビーホール倉庫

支柱 80本 プレイホール倉庫 なわとび（１人用） 80本 プレイホール倉庫

リング（繊維） 130個 プレイホール倉庫 大なわとび（15m） 5本 プレイホール倉庫

リング（樹脂） 30個 プレイホール倉庫 大なわとび（10m） 4本 プレイホール倉庫

タスポニーボール 4個 トビーホール倉庫

ネット 1組 トビーホール倉庫

スポーツ用具

綱引き

ユニホック

セパタクロー

インディアカ

ドッヂビー＆ディスゲッター

なわとび

スルーリングラリー

スカットボール

タグラグビー

スポーツ用具

タスポニー

オーバルボール

チュックボール

エスキーテニス＆フリーテニス

ニュースポーツ

トビーホール倉庫
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用具名 個数 場所

柔道畳 2面 トビーホール倉庫

スラックライン 1組 トビーホール倉庫

リレー用バトン（樹脂製）（６本） 2組 トビーホール倉庫

ホイッスル 6個 事務室

ロープワーク（長尺） 5本 プレイホール倉庫

ロープワーク（短尺） 150本 プレイホール倉庫

ミニコンプレッサー 1台 トビーホール倉庫

エアーゲージ 1台 トビーホール倉庫

デジタイマー 1台 事務室

カラーコーン（５色） 25本 トビーホール倉庫

長机 9台 トビーホール倉庫

イス 27脚 トビーホール倉庫

ホワイトボード 1台 トビーホール倉庫

ブルーシート 2枚 トビーホール倉庫

カラーコーン（４色） 10本 プレイホール倉庫

パイプイス 160脚 プレイホール倉庫

ホワイトボード 3台 プレイホール倉庫

はちまき 各色

（赤・白・黄・紺） 65本

大玉 各色

（赤・白・黄・紺） １個

その他活動用具

その他スポーツ用具

事務室

スポーツ用具

プレイホール倉庫
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個数 用具名 個数

16枚 鉄板 12枚

20個 カレー鍋 14個

20枚 カレー鍋ふた 14枚

20個 ご飯鍋 14個

20個 やかん 14個

35個 ボール 25個

20個 ざる 14個

40本 包丁 30本

20本 しゃもじ 14本

20本 おたま 14本

20本 こて 14本

20枚 まな板（大） 14枚

20枚 まな板（小） 14枚

200枚 皿 100枚

200枚 おわん（大） 100枚

200枚 100枚

200本 100本

200本 100本

20個 14個

20本 12本

16本ピーラー

ピーラー

ざる

鉄板

野外炊事（岩の沢）

包丁

しゃもじ

おたま

こて

まな板（大）

めん棒

おわん（大）

おわん（小） おわん（小）

フォーク フォーク

スプーン スプーン

計量カップ 計量カップ

野外炊事（島の越）

皿

用具名

まな板（小）

カレー鍋

カレー鍋ふた

ご飯鍋

やかん

ボール
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