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貸出物品一覧 

※貸出物品を施設内で使用希望される場合は事務室まで問合せください。 

※貸出物品の施設外使用を希望する場合は、使用希望日の 1 週間前までに、借用申請書を電子メールにて提

出してください。 

 

〇放送関係機器 

物品 数量 場所 備考 

ＤＶＤプレーヤー 5 事務室   

ＣＤプレーヤー 5 事務室   

プロジェクター 8 事務室   

ワイヤレスアンプ 10 事務室 ＣＤプレーヤー付×1、ＵＳＢ電源スピーカー×1 

スクリーン 6 事務室 大×2、小×4 

マイクスタンド 8 事務室 卓上用×2、大×6 

講堂用放送機器セット 1 事務室 マイク×4、ピンマイク×2、鍵 

拡声器 5 事務室 ハンズフリー型×1 

ドラムコード 5 事務室   

延長コード 8 事務室   

 

〇スポーツ用品 

物品 数量 場所 備考 

バレークランク 1 事務室   

テニスクランク 3 事務室   

バドミントンラケット 20 事務室前   

シャトル 19 事務室前   

バレーボール 4 事務室前 硬式×2、ソフト×2 

バスケットボール 5 事務室前   

サッカーボール 7 事務室前   

ドッヂビー 27 事務室前 大×8、小×19 

フリスビー 8 事務室前 大×3、小×5 

インディアカ 6 事務室前   

卓球ラケット 34 事務室前   

卓球ボール 45 事務室前 40 ㎜ 

テニスラケット 21 事務室前 軟式×9、硬式×12 

テニスボール 9 事務室前 軟式×2、硬式×7 

ソフトボール 7 事務室前 2 号×4、3号×3 

野球ボール 4 事務室前 軟式×4 

フラバールバレーボール 2 事務室前   

バドミントンネット 4 体育館   

バドミントン支柱 3 セット 体育館  

バドミントン支柱（移動式） 1 セット 総合研修館  

バレーボールネット 2 体育館   

バレーボール支柱 1 セット 体育館   

バレーボールアンテナ 4 体育館   

バレーボール 13 体育館 硬式×9、ソフト×4 

バスケットボール 30 体育館   

サッカーボール 18 体育館   

ドッジボール 8 体育館   

得点板 7 体育館   

デジタルタイマー 1 体育館   
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審判台 1 体育館   

カラーコーン 11 体育館   

バトン 14 体育館   

フラフープ 33 体育館 大×15、小×18 

ストラックアウト 1 体育館 枠×1、パネル×26 

ペタンク 1 体育館   

フライング・ディスクゴルフ 3 体育館   

カローリング 1 体育館   

フロッカー 1 体育館   

ラダーゲッター 4 体育館   

モルックセット 4 体育館  

縄跳び 35 体育館 長×6、短×29 

縄 1 体育館 綱引き用 

サッカーボール 30 グラウンド  

グローブ 13 グラウンド  

バット 6 グラウンド  

ソフトボール用ベース 1 セット グラウンド  

野球ベース 2 セット グラウンド  

マウンドプレート 1 グラウンド  

野球用スチールポール 1 グラウンド  

ラインカー 6 グラウンド  

トンボ 27 グラウンド  

スコップ 14 グラウンド  

カラーコーン 8 グラウンド  

ホース 2 グラウンド  

長机 15 グラウンド  

フラッグ 14 グラウンド サッカー用コーナーフラッグ 

 

〇冬活動用品 

物品 数量 活動用具庫 備考 

そり（小） 56 本館 1階倉庫  

そり（大） 20 本館 1階倉庫  

スノーチューブ 20 本館 1階倉庫  

ゼッケン 699 本館 1階倉庫  

スノーシュー 214 本館 1階倉庫  

バケツ 40 本館 1階倉庫  

スコップ 62 本館 1階倉庫  

スノーダンプ 5 本館 1階倉庫  

シャベル 29 本館 1階倉庫  

長靴 要確認 本館 1階倉庫 サイズ別で個数が違いますので事前に問い合わせください。 
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〇その他 

物品 数量 場所 備考 

バインダー 145 事務室 赤×53・青(紙製)×83・青(プラスチック製)×9 

メジャー 4 事務室 100ｍ用×2・50ｍ用×2 

ゼッケン 748 

事務室 ・通し番号用 オレンジ×500  緑×195 

(欠番：緑 1・3・19・38・42) 

・チーム分け用   小×30（3 色×10） 

          大×28（4 色×7枚） 

ランタン 57 事務室 電池は団体で準備して下さい。（単 1×4） 

天体望遠鏡 5 事務室   

ホイッスル 31 事務室 内、電池式×６ 

熊鈴 177 事務室  

ストップウォッチ 24 事務室  

コンパス 59 事務室  

虫眼鏡 37 事務室 手持ち×27・スライド式×11 

パーテーションクランク 1 事務室 コミュニケーションルーム 1･2 用 

キャンドルライト 96 事務室   

魔法瓶 4 事務室   

電気ポット 9 事務室   

双眼鏡 12 事務室   

大型絵本 19 事務室   

床置き用燭台 3 

武道館・ 

総合研修館 

前通路 

総合研修館用：木製・28ヶ所・鉄製・17 ヶ所 

武道館用：木製・16 ヶ所 

体育館用：木製・62 ヶ所 

手持ち用燭台 502 

武道館・ 

総合研修館 

前通路 

大×12・小×490 

防火マット 2 

武道館・ 

総合研修館 

前通路 

床置き用燭台の下に敷く 

床置き用燭台 1 体育館  

防火マット 1 体育館  

 


