
◆物品一覧

シール

番号 場所 詳細

1 黒板消し掃除機 national　３３０　MC330E ４階廊下 教室の間 ×

2 レコード盤用棚 音楽室 前方線路側 ×

3 ヤマハステレオ 音楽室 前方線路側 ×

4 ＬＰプレーヤー 音楽室 前方線路側 ×

5 ヤマハスピーカー
高さ60ｃｍ　幅40ｃｍ　奥
29ｃｍ

音楽室 前方線路側 ×

6 コロンビアスピーカー
高さ72ｃｍ　幅32ｃｍ　奥
30ｃｍ

音楽室 前方線路側 ×

7 ヤマハスピーカー
高さ63ｃｍ　幅36ｃｍ　奥
31ｃｍ

音楽室 前方線路側 ×

8 ヤマハスピーカー
高さ63ｃｍ　幅36ｃｍ　奥
31ｃｍ

音楽室 前方教室側 ×

9 テレビ台
鉄製　高さ120ｃｍ　幅75ｃ
ｍ　奥50ｃｍ　キャスター
付き

音楽室 前方教室側 ×

10 ビデオテープレコーダー 三菱 ファンタス　HV-F 77441 音楽室 テレビ台内 〇

11 ゴミ箱 高さ30ｃｍ 音楽室 前方教室側 ×

12 閲覧台 1200×900×700 77446 音楽室 前方教室側 〇

13 譜面台 黒 音楽室 前方 ×

14 譜面台 銀 音楽室 前方 ×

15 譜面台 銀 音楽室 前方 ×

16 ゴミ箱 ドブ色　高さ30ｃｍ 音楽室 前方線路側 ×

17 時計
黄色　くまのプーさん　33
ｃｍ×33ｃｍ

音楽室 前方教室側 ×

18 ゴミ箱 紫色　高さ35㎝ 音楽室 前方教室側 ×

19 譜面台 銀 音楽準備室 ×

20 譜面台 黒 音楽準備室 ×

21 譜面台 黒 音楽準備室 ×

22 譜面台 黒 音楽準備室 ×

23 棚
木製　高さ80cm　幅80cm
奥45cm

音楽準備室 入ってすぐ脇 ×

24 メトロノーム NIKKO　SEIKI 音楽準備室 ×

25 マイクスタンド 黒 音楽準備室 ×

26 支持台 何の台か不明 音楽準備室 ×

27 支持台 何の台か不明 音楽準備室 ×

28 シンバル 台付き 音楽準備室 ×

29 木琴
立奏用（37鍵）　　ｿﾌﾟﾗﾉ ｱ
ﾙﾄ音域

106838 音楽準備室 S48.3.15 ×

30 鉄琴
ﾀﾞﾝﾊﾞｰ付 ｸﾞﾛｯｹﾝ ヤマハ
ＹＧ-50Ｂ

106841 音楽準備室 左1の棚2段目 ×

31 総指揮杖 全音 音楽準備室 左1の棚2段目 ×

№ 品名 メーカー・型式
設置場所

備考 備品
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32 支持台 音楽準備室 左1の棚3段目 ×

33
グループ学習アタッチメン
ト

ヤマハ　GLA-1 音楽準備室 左1の棚4段目 ×

34
グループ学習アタッチメン
ト

ヤマハ　GLA-1 音楽準備室 左1の棚4段目 ×

35 小太鼓
ヤマハ　MT-110A　青
φ26

音楽準備室 左2の棚1段目 ×

36 小太鼓
ヤマハ　MT-110A　青
φ26

音楽準備室 左2の棚1段目 ×

37 小太鼓 106843 音楽準備室 左2の棚4段目 ×

38 小太鼓 106842 音楽準備室 左2の棚4段目 ×

39 小太鼓
ヤマハ　MS-110A　赤
φ26

音楽準備室 左2の棚4段目 ×

40 小太鼓 106845 音楽準備室 左2の棚4段目 ×

41 小太鼓 106844 音楽準備室 左2の棚5段目 ×

42 小太鼓 106847 音楽準備室 左2の棚5段目 ×

43 小太鼓 106846 音楽準備室 左2の棚5段目 ×

44 ギロ
キクタニミュージック　長さ
40cm

音楽準備室 左3の棚1段目 ×

45 タンバリン ヤマヨ　面なし 音楽準備室 左3の棚1段目 ×

46 タンバリン ヤマヨ　面なし 音楽準備室 左3の棚1段目 ×

47 タンバリン
メーカーなし　面あり　φ
22

音楽準備室 左3の棚1段目 ×

48 タンバリン
メーカーなし　面あり　φ
22

音楽準備室 左3の棚1段目 ×

49 タンバリン
メーカーなし　面あり　φ
22

音楽準備室 左3の棚1段目 ×

50 トライアングル ヤマハ　TR-108（21cm） 音楽準備室 左3の棚1段目 ×

51 シンバル
ヤマヨ　モンキータンブリ
ン

音楽準備室 左3の棚1段目 ×

52 ウッドブロック 幅24cm 音楽準備室 左3の棚1段目 ×

53 タンバリン ヤマヨ　面なし　φ25cm 音楽準備室 左3の棚2段目 ×

54 アコーディオン
ヤマハ44×40×21 №
150533

20623 音楽準備室 左3の棚4段目 ×

55 タンバリン ヤマヨ　面なし 音楽準備室 左4の棚2段目 ×

56 タンバリン
メーカーなし　面あり　φ
18cm

音楽準備室 左4の棚2段目 ×

57 大太鼓 ヤマハ　φ58cm 音楽準備室 左4の棚4段目 ×

58 シンバル
ミディアム　　　クラッシュ
１４

20625 音楽準備室 左4の棚5段目 ×

59 時計 φ30cm ５年教室 ×

60 サスマタ ５年教室 前方 ×

61 VHSプレーヤー aiwa ５年教室 戸棚内下部 ×

62 水槽 高さ36×幅30×奥60 ５年教室 後方 ×

63 水槽 高さ28×幅25.5×奥40 ５年教室 後方 ×
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64 ゴミ箱 高さ55cm ５年教室 後方 ×

65 教卓 高さ80×幅80×奥50 ５年教室 前方 ×

66 教卓 高さ80×幅80×奥50 ６年教室 前方 ×

67 サスマタ ６年教室 前方 ×

68 VHSプレーヤー aiwa　HV-GR20 ６年教室 戸棚上 ×

69 水槽 高さ ６年教室 後方 ×

70 雑巾干し 高さ６０cm ３階廊下 教材室前 ×

71 日本全図 日本全国立体地図 91587 教材室 廊下側 ×

72 戸棚
850×400×1800 木製
上段ガラス扉

90261 ４年教室 前方 〇

73 VHSプレーヤー アイワ　HV-GR20 ４年教室 前方 ×

74 テレビ ナショナル TH-27J10 90260 ４年教室 前方 〇

75 ゴミ箱 高さ35㎝　φ27cm ４年教室 前方 ×

76 ラジカセ オーム電機　DVD-110M ４年教室 前方 ×

77 時計 縦31cm　横32cm ４年教室 廊下側 ×

78 ゴミ箱 高さ35㎝　φ27cm ４年教室 後方 ×

79 ゴミ箱 高さ35㎝　φ27cm 図書室 ×

80 黒板消し掃除機 ナショナル　MC-330E ２階廊下 ×

81 電動鉛筆削り
パナソニック　KP380A
黒

２階廊下 ×

82 電動鉛筆削り
パナソニック　KP38０A
赤

２階廊下 ×

83 ゴミ箱 紫　高さ35㎝　φ25cm PC室 ×

84 扇風機 高さ110cm PC室 ×

85 椅子 赤　5つ足 PC室 ×

86 椅子 赤　5つ足 PC室 ×

87 椅子 赤　5つ足 PC室 ×

88 椅子 赤　5つ足 PC室 ×

89 椅子 赤　5つ足 PC室 ×

90 VHSプレーヤー アイワ　HV-GR20 PC室 ×

91 VHSプレーヤー ビクター　HR-GC30 PC室 ×

92 椅子 緑 資料室 ×

93 椅子 緑 資料室 ×

94 椅子 緑 資料室 ×

95 椅子 緑 資料室 ×

3 ページ



◆物品一覧

シール

番号 場所 詳細
№ 品名 メーカー・型式

設置場所
備考 備品

96 椅子 緑 資料室 ×

97 椅子 緑 資料室 ×

98 椅子 緑 資料室 ×

99 椅子 緑 資料室 ×

100 椅子 緑 資料室 ×

101 椅子 緑 資料室 ×

102 椅子 緑 資料室 ×

103 椅子 緑 資料室 ×

104 椅子 緑 資料室 ×

105 椅子 緑 資料室 ×

106 椅子 緑 資料室 ×

107 椅子 緑 資料室 ×

108 椅子 緑 資料室 ×

109 椅子 緑 資料室 ×

110 椅子 緑 資料室 ×

111 椅子 緑 資料室 ×

112 掛図掛 金属製 91592 資料室 ×

113 スクリーン
OHP用三脚 ｽﾀﾝﾄﾞ式ｽｸ
ﾘｰﾝ

91597 資料室 ×

114 黒板（棒グラフ指導版） 91596 資料室 ×

115 東京都の地図
都道府県別立体地図（東
京）

91588 資料室 ×

116 黒板（マス目入り） 90cm×90cm 資料室 ×

117
黒板（折れ線グラフ指導
版）

90cm×90cm 資料室 ×

118 黒板（拡大縮小指導版） 60cm×90cm 資料室 ×

119 日本全図 91cm×122cm 資料室 ×

120 黒板（原稿用紙） 90cm×120cm 91600 資料室 ×

121 黒板（原稿用紙） 90cm×120cm 資料室 ×

122 黒板（英字用４線ノート） 90cm×120cm 資料室 ×

123 黒板（東京都の地図） 90cm×120cm 資料室 ×

124 そろばん 26cm×96cm 資料室 ×

125 白板（マス目入り） 60cm×90cm 資料室 ×

126 黒板（数直線版） 34cm×120cm 資料室 ×

127 黒板（数字） 30cm×120cm 資料室 ×
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128 豊島区全図 巻物　緑地 91593 資料室 ×

129 書写水書版
内田洋行　マグネットボー
ド

資料室 ×

130 現代新日本全図 巻物　青地 資料室 ×

131 黒板 布地 91660 資料室 ×

132 実験用てこ 95671 理科室
黒板前実験台
の中

シール底 ×

133 実験用てこ 95672 理科室
黒板前実験台
の中

シール底 ×

134 実験用てこ 95673 理科室
黒板前実験台
の中

シール底 ×

135 実験用てこ 95674 理科室
黒板前実験台
の中

シール底 ×

136 実験用てこ 95670 理科室
黒板前実験台
の中

シール底 ×

137 輪軸実験器 95675 理科室
黒板前実験台
の中

シール底 ×

138 輪軸実験器 95676 理科室
黒板前実験台
の中

シール底 ×

139 輪軸実験器 95677 理科室
黒板前実験台
の中

シール底 ×

140 輪軸実験器 95678 理科室
黒板前実験台
の中

シール底 ×

141 輪軸実験器 95679 理科室
黒板前実験台
の中

シール底 ×

142 顕微鏡照明装置 77477 理科準備室 棚上 バーコード下 ×

143 顕微鏡照明装置 77476 理科準備室 棚上 バーコード下 ×

アルバム管理

箱・側面

145 滑車装置 77487 理科準備室 正面棚内 バーコード横 ×

シール本体

アルバム管理

シール本体

アルバム管理

シール本体

アルバム管理

シール本体

アルバム管理

150 天体望遠鏡
ナカムラ　　Ｄ－２７－９７
２４

77488 理科準備室 窓棚左脇 本体 〇

151 衝突球 77478 理科準備室 正面棚上 本体 ×

152 切断機 学研 91720 理科準備室
正面窓下棚右
奥

本体 ×

153 モノコード 77479 理科準備室 正面棚上 本体 ×

154 スカイウォッチャー 77489 職住4号室 入口
本体　部品理
準内

×

×147 電磁石 77481 理科準備室

×

146 電磁石 77480 理科準備室 ×

144 滑車装置 77486 理科準備室 正面棚内

×

149 電磁石 77483 理科準備室 ×

148 電磁石 77482 理科準備室
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155 音楽室黒板 77474 音楽室 正面 右側面 ×

156 焼付器 214253 印刷室
入口右側収納
庫

黒缶の中 ×

157 東京都立体地図
８－２２５－３０１３ 東京都
（立体）

91594 2F資料室 入口左側
箱　アルバム
管理

×

158 体操用太鼓２５０ エバニュー　バチ付 園長室
書庫（左側）下
段中

×

159 体操用太鼓２５０ エバニュー　バチ付 園長室
書庫（左側）下
段中

×

160 カメラ オリンパス デジタルカメラ 74454 園長室
書庫（左側）下
段

バーコード
シールなし

〇

161 回転椅子 コクヨ CR-G170KDN 74437 園長室 園長用　窓側 〇

162 両袖机 プラス PD-K167-33 74436 園長室 園長用　窓側
プラスPD－
K167－33

〇

163 額（写真） 天皇陛下写真 園長室 廊下横出入口 シール裏 ×

164 額 学園の教育目標 園長室 窓上 シール裏 ×

165 温度計 職員室 廊下側 シール下 ×

166 三脚 ＳＯＮＹ　VCT-20 職員室 出勤名札下 シール脚 ×

167 整理箱
キーケース　コクヨ KG-
4N 120本用

90280 主事室 壁掛 備品シール下 ×

168 つい立 91665 1階廊下 正面玄関
バーコード
シール横

×

169 つい立 91664 1階廊下 職員室横
バーコード
シール横

×

170 台(旧印刷機用) 印刷室 左側壁中央 前面 ×

カーテン近く
の柱

アルバム管理

カーテン近く
の柱

アルバム管理

173 加湿器 松下電器 保健室 静養室（洋） ×

174 空気清浄器 ダイキン 保健室 静養室（和） ×

175 加湿器 ナショナル 保健室 静養室（和） ×

176 衣類乾燥機 日立DE-S4501 66656 女子浴室 〇

177 衣類乾燥機 日立DE-S4501 66655 女子浴室 〇

178 流し台 二槽 1500×900×800 66654 洗濯室 〇

179 洗濯機 日立 123163 洗濯室 ×

180 衣類乾燥機 ｻﾝﾖｰ8kg用 66598 洗濯室 〇

181 洗濯機 ｲﾅｯｸｽ  IW-10 66597 洗濯室 〇

理科・家庭・

図工室

理科・家庭・

×

172 暗幕 66596 保健室 看護師室内 ×

171 暗幕 66591 保健室
治療室左カー
テン

×

183 糸のこぎり機 コッピング ソウテーブル 95658 図工 旭工機 ×

182 糸のこぎり機 コッピング ソウテーブル 95657 図工 旭工機
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図工室

理科・家庭・

図工室

理科・家庭・

図工室

186 標本箱 1.6×0.52×0.47 77466 理科・家庭・

図工室

187 食器乾燥器 東芝 77475 理科・家庭・

図工室

188 テープレコーダー ケンウッド KX-8010 91730 2F 放送室 ×

189 レコードプレイヤー ソニー CDP-770 91731 2F 放送室 ×

190 レコードプレイヤー 91736 2F 放送室 ×

191 テープデッキ 91739 2F 放送室 〇

192 CDプレイヤー
MD/CD SHARP SD-
FX200

91740 2F 放送室 ×

193 アンプ TOA 91729 2F 放送室 ×

194 調光器 ウチダ 800-063818 91728 2F 放送室 〇

195 マイクロホン
ポータブルプレーヤー　付
属品

91741 2F 放送室 ×

196 ピアノ
グランドピアノ 88鍵 101
×148×179

63060 2F 体育館 〇

197 トレーニング台 エバニュー  ＥＫＤ－145 213978 2F 体育館 ×

198 黒板 95562 2F 体育館 ×

199 トレーニング台 エバニュー  ＥＫＤ－290 209640 2F 体育館 ×

200 支持台 2-374-0212 66679 2F 体育館前 ×

201 支持台 2-374-0212 66678 2F 体育館前 ×

202 平均台 学研 8-85252 66680 2F 体育館前 ×

203 更衣室ロッカー コクヨ LK-3AY 3人用 74460 男子更衣室
No777の右とな
り

シール右上 ×

204 更衣室ロッカー コクヨ LK-3AY 3人用 74459 男子更衣室 窓側(左) シール右上 ×

205 更衣室ロッカー 2人用 74458 男子更衣室 窓側(右) シール右上 ×

206 更衣室ロッカー 2人用 90843 女子更衣室 窓側入って左
シール左上
イトー

×

207 更衣室ロッカー コクヨ LK-3AY 3人用 90839 女子更衣室
入って右側手
前

シール右上 ×

208 更衣室ロッカー コクヨ LK-3AY 3人用 90840 女子更衣室 No792となり シール右上 ×

209 更衣室ロッカー コクヨ LK-3AY 3人用 90841 女子更衣室 No793となり シール右上 ×

210 更衣室ロッカー コクヨ LK-3AY 3人用 90842 女子更衣室 窓側 シール右上 ×

183 糸のこぎり機 コッピング ソウテーブル 95658 図工 旭工機 ×

×

×

〇

185 標本箱 1.6×0.52×0.47 77465 ×

184 糸のこぎり機 SN-100型 電動 95659 図工
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◆物品一覧

シール

番号 場所 詳細
№ 品名 メーカー・型式

設置場所
備考 備品

211 新版世界大地図 新版世界大地図 91591 2F資料室 入口左 アルバム管理 ×

212 模型 古墳模型 91653 2F資料室 左奥棚上 〇

213 ミシン トヨタ 直線縫い 91642 2F資料室 右上棚上 本体 ×

214 ミシン ウチダ 795-059751 91641 2F資料室 右上棚上 本体 ×

215 ミシン トヨタ 直線縫い 91639 2F資料室 右上棚上 外箱 ×

216 肺活量計 ウチダ 91647 2F資料室 左棚下段 本体 ×

217 オージオメーター
ウチダ ＴＮ-３　　５３１-４
１１１

91650 2F資料室 左棚下段 外箱 〇

218 視力検査装置・回転式 回転式 視力検査器 91651 2F資料室 左棚下段 外箱 ×

219 握力計 91598 2F資料室 左棚下段 外箱 ×

220 地球儀 ４３－ＧＲＡ 91646 2F資料室 本体 ×

221 背筋力計 91648 2F資料室 左棚下段 外箱 ×

222 背筋力計 91649 2F資料室 左棚下段 外箱 ×

223 背筋力計 91652 2F資料室 左棚下段 外箱 ×

224 地図 大判投影式 世界大地図 91589 2F資料室 左棚前 本体 ×

225 紙芝居舞台 2F資料室 左棚前 外箱 ×

226 書類整理箱 コクヨ　SK-A425 77500 保母室 正面 ×

227 レコードキャビネット ライオン　592-07 77499 保母室 側面 ×

228 オーディオミキサー ビクターＭ３０ 77498 保母室 側面 ×

229 レコードプレ-ヤー ソニー CDP-770 77496 保母室 正面 ×

230 テープレコーダー ケンウッド KX-8010 77497 保母室 側面 ×

231 テレビ 保母室 保母室内 正面 ×

232 書庫 63052 保母室 保母室内 正面 ×

保母室外のも
の

正面

白テープ側

アルバム管理

赤テープ側

アルバム管理

前側板部

アルバム管理

237 巻取機(綱引き) ﾋﾙﾏ726-5921 50-A 20657
体育倉庫
(外)

側面 ×

238 スポーツ用標示器 学研8-85698 20659
体育倉庫
(外)

正面 裏面 ×

×

234 テント
鉄骨組立式13㎡ｸﾗｳﾝ式
(ﾈｰﾑ入)壁幕付

20663
体育倉庫
(外)

左側棚 〇

233 掃除機 日立 CV-G1 74496
オープンス
ペース

〇

236 リヤカー 20661
体育倉庫
(外)

×

235 テント
鉄骨組立式13㎡ｸﾗｳﾝ式
(ﾈｰﾑ入)壁幕付

20664
体育倉庫
(外)

左側棚

8 ページ



◆物品一覧

シール

番号 場所 詳細
№ 品名 メーカー・型式

設置場所
備考 備品

239 スポーツ用標示器 20658
体育倉庫
(外)

正面 裏面 ×

240 綱引き用綱 20656
体育倉庫
(外)

正面 側面 ×

241 自転車置台 ウチダ PN-10 20639 寮玄関前 側面 ×

242 自転車置台 ウチダ PN-10 20640 寮玄関前 側面 ×

243 自転車置台 20641 寮玄関前 側面 ×

244 鉄棒練習器 ウチダ　　　　３４２-５０６１ 20665 園庭 〇

245 さすまた 90883 寮倉庫 バーコード横 ×

246 演壇 プラス 236-616 20669
2F体育館倉
庫

バーコード横 〇

247 花壇 20667
2F体育館倉
庫

バーコード横 ×

248 花壇 20668
2F体育館倉
庫

バーコード横 ×

249 支柱 ﾊﾞﾚｰﾃﾆｽ兼用 90891
2F体育館倉
庫

本体 ×

250 スポーツ用標示器 ｻﾝﾜ Ｓ-1 Ｊ3345 95561
2F体育館倉
庫

×

251 審判台 学研8-53770 95563
2F体育館倉
庫

側面 ×

252 ネット ２-３４３-６００ 95567
2F体育館倉
庫

袋 ×

253 高飛びポール台 66684
2F体育館倉
庫

×

254 ボール整理用かご 学研 8-54505 95568
2F体育館倉
庫

右上 ×

255 ボール整理用かご 95566
2F体育館倉
庫

本体上部 ×

256 運搬車 コクヨＣＰ－６０ 20670
2F体育館倉
庫

バーコード横 〇

257 運搬車 コクヨＣＰ－６０ 20671
2F体育館倉
庫

バーコード横 〇

258 運搬車 コクヨＣＰ－６０ 20672
2F体育館倉
庫

バーコード横 〇

259 可動式バスケットゴール 63062 体育館 前・後 アルバム管理 ×

260 グローブ 体育館 倉庫 1個 ×

261 ホリゾンライト 教文50－7204 ３F教材室 右棚上
バーコード
シールなし

〇

262 芝刈り機 YAMAHA 機械室 ×

263 くま手　9本 機械室 ×

264 スコップ　8本 機械室 ×

265 草刈機 機械室 ×

266 一輪車 機械室 ×

267 時計 ｾｲｺｰ  QA590 B 90877 倉庫 ×

268 掛図
家庭科　学研 B2版　カー
ド式

95571 5年教室 ×
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