
－平成30年度　資料貸出一覧（出前授業による貸出を含む）－
貸　し　付　け　先
貸し付け期間

東京女学館小学校
4.14～4.28
宇都宮市立宝木小学校
5.8
日光市立大沢小学校
5.17
大田原市立福原小学校
5.29
宇都宮市立陽東小学校
5.29～6.8
鹿沼市立みなみ小学校
6.12
栃木県立黒磯南高等学校
6.21
栃木県総合教育センター
6.27
宇都宮市立陽東小学校
7.3～7.12
宇都宮大学教育学部附属
小学校
7.3～7.13

真岡市教育委員会科学教
育センター

7.20～8.8

足利市生涯学習センター
7.25
宇都宮市瑞穂野生涯学習
センター
7.26
栃木県立上三川高等学校
8.7～8.9
那須町文化センター
8.8
日光市中央公民館
8.12
ベリーキッズクラブ
7.26

触れる縄文土器片、土偶、銅鏡、銅鐸
（展示用、体験用）

5 社会科授業のため1

5 十二単一式

十二単一式、古代官吏衣装一式

社会科授業のため

2

3 社会科授業のため

15
とちぎ子どもの未来創
造大学講座のため

4十二単一式、当世具足、太刀、火縄銃

4

親子チャレンジ教室勾玉作り資料一式

十二単一式、大鎧、当世具足、弓、太
刀、火縄銃、矢

十二単一式、狩衣一式、大鎧、太刀、
弓

5

番号 資　　料　　名 数量 備　　　　　考

6

2 社会科授業のため

7

1

4
十二単一式、狩衣一式、大鎧、束帯一
式

社会科授業のため

社会科授業のため

社会科授業のため

十二単一式 1

社会科授業のため

放課後活動指導者研
修のため

夏休み特別公開展示
資料として

学童保育の活動のため

1

8 紙すき体験セット 20

13

28

アトラスオオカブトのなかま、オウゴンオ
ニクワガタのなかま、オニツヤクワガタ
のなかま（１）、オニツヤクワガタのなか
ま（２）、オニツヤクワガタのなかま
（３）、オニツヤクワガタのなかま（４）、
オオクワガタ、ヒラタクワガタのなかま、
ホンヅノカブトのなかま、タテヅノカブト
のなかま、栃木県のチョウアゲハチョウ
科、栃木県のチョウシロチョウ科、栃木
県のチョウタテハチョウ科、オウムガ
イ、木の葉化石、方鉛鉱、閃亜鉛鉱、輝
安鉱、菱マンガン鉱石、オパール、カン
ラン石、含ザクロ石花崗岩、ペグマタイ
ト、珪酸亜鉛鉱、輝水鉛鉱、メノウ、スト
ロマトライト、アンモナイト

10

17 紙すき体験セット 10

11

12 十二単一式、当世具足、太刀、火縄銃 4
とちぎ子どもの未来創
造大学講座のため

16 十二単一式、当世具足、太刀、火縄銃

足軽鎧、火縄銃、刀 3
中学生向け一日体験
学習のため

4
とちぎ子どもの未来創
造大学講座のため

7
十二単一式、当世具足、太刀、火縄
銃、木簡体験セット

5
米国短期留学生の日
本文化紹介のため

9 大鎧、当世具足、弓、太刀、火縄銃、矢 6

14



－平成30年度　資料貸出一覧（出前授業による貸出を含む）－
貸　し　付　け　先
貸し付け期間

番号 資　　料　　名 数量 備　　　　　考

那須烏山市烏山南公民館
8.28

宇都宮市立横川東小学校

9.7

佐野市立佐野小学校

9.8～9.15

下野市立国分寺東小学校

9.17～9.22

宇都宮市立宝木小学校

9.19～9.20

宇都宮市立西原小学校

9.21～10.2
高根沢町立阿久津中学校
9.26
宇都宮市立宝木小学校
9.26～10.5
宇都宮市立陽東小学校放
10.3
宇都宮市立陽東小学校放
課後子ども教室
10.5
大田原市那須与一伝承館
10.7～10.8
宇都宮市立東小学校放課
10.10

芳賀町生涯学習センター祖
母井分館

10.13

宇都宮市立豊郷中央小学
校放課後子ども教室
10.31
宇都宮市立御幸が原小学
校放課後子ども教室
11.7
宇都宮市上河内図書館
11.10
宇都宮市立御幸が原小学
校放課後子ども教室
11.14

32 紙すき体験セット 30 学童保育の活動のため

34 紙すき体験セット 30 学童保育の活動のため

33 十二単一式、当世具足、太刀、火縄銃

22

昆虫模型（トノサマバッタ、オニヤンマ、
モンシロチョウ）、大型昆虫模型（カブト
ムシ、スズメバチ、ジョロウグモ）

社会科授業のため

釜、電気炊飯器、デルビル磁石式電
話、黒電話、火鉢、湯たんぽ、提灯、吊
りランプ、蛇の目傘、胴蓑、菅笠、藁ぐ
つ、真空管ラジオ、白黒テレビ、石臼×
2、薬研×2、天秤棒、手押しポンプ、た
らい、洗濯板

6 理科授業のため

6

理科授業のため

社会科授業のため

理科授業のため

7

とちぎ子どもの未来創
造大学講座のため

4十二単一式、当世具足、太刀、火縄銃

20

天秤棒×2、水桶×2、水瓶模型、備中
鍬、米俵×2、もっこ

昆虫模型（モンシロチョウ）、アクリル封
入標本（キアゲハ・キチョウ）、昆虫標本
箱（雑木林で見られる昆虫・池の周りの
昆虫・身近に見られる昆虫・鬼怒川の
昆虫）

7

31 紙すき体験セット 15

4

9

大鎧、当世具足（金溜塗二枚胴具足）、
当世具足（復古調具足）、足軽鎧、火縄
銃、太刀、刀、弓、鏑矢、箙

十二単一式、大鎧、太刀、弓、箙

24

10 社会科授業のため

5 企画展関連行事のため

昆虫模型（モンシロチョウ・トノサマバッ
タ・オニヤンマ）、アクリル封入標本（キ
アゲハ・ベニシジミ）、昆虫標本箱（雑木
林でみられる昆虫）

とちぎ子どもの未来創
造大学講座のため

18

25

20

23

22

21

28

26 紙すき体験セット 35

30

19

紙すき体験セット 20

センター主催事業のた
め

学校行事のため

蓄音機・レコード・火打石・天秤棒・黒電
話・蛇の目傘・藁ぐつ・菅笠・お釜・吊り
ランプ・蓑・手押しポンプ・火起こし器×
5・デルビル磁石式電話・水桶写真パネ
ル・テープレコーダー

十二単一式、大鎧、当世具足、太刀、
火縄銃、弓、箙

学童保育の活動のため

学童保育の活動のため

学童保育の活動のため

27 紙すき体験セット 35 学童保育の活動のため

29



－平成30年度　資料貸出一覧（出前授業による貸出を含む）－
貸　し　付　け　先
貸し付け期間

番号 資　　料　　名 数量 備　　　　　考

大田原市ふれあいの丘
11.17

下野市立石橋小学校

11.28
宇都宮市立豊郷北小学校
12.1

大田原市立親園小学校

12.4

宇都宮市立陽東小学校

12.6

宇都宮市立平石中央小学
校

12.11
上河内民俗資料館
11.16～11.18

下野市立薬師寺小学校

12.19

下野市立祇園小学校

12.2

宇都宮市立雀宮東小学校

12.21

宇都宮市立簗瀬小学校

1.17
日光市立今市第三小学校
1.20～1.25

43

41 石臼×2、薬研×2、水桶・天秤棒×2 6

社会科授業のため

45

蓄音機・レコード・テープレコーダー・石
臼×2・薬研・水桶・天秤棒・手押しポン
プ・吊りランプ・お釜・電気炊飯器・デル
ビル磁石式電話機・黒電話・蛇の目傘・
菅笠・蓑・藁ぐつ

18 社会科授業のため

体験学習のため

とちぎ子どもの未来創
造大学講座のため

3 社会科授業のため

石臼×2・火起こし器・火打石・たらい・
手押しポンプ・天秤棒・水桶・洗濯板・藁
ぐつ・胴蓑・菅笠・吊りランプ・蓄音機・
釜・黒電話・デルビル磁石式電話機・糸
車・もっこ

社会科授業のため

吊りランプ・蓄音機・電気炊飯器・デル
ビル磁石式電話・白黒テレビ・水桶・天
秤棒・湯たんぽ・石臼×2・草鞋・藁ぐ
つ・草履・蛇の目傘・提灯・真空管ラジ
オ・火鉢・手押しポンプ

社会科授業のため

15 社会科授業のため

19

石臼×2、薬研、火おこし器、たらい、手
押しポンプ、天秤棒、水桶、洗濯板、藁
ぐつ、胴蓑、菅笠、釜、蛇の目傘、黒電
話

社会科授業のため

石臼・薬研・水桶・天秤棒・手押しポン
プ・たらい・洗濯板・胴蓑・菅笠・藁ぐつ・
蛇の目傘・番傘・豆炭あんか・湯たん
ぽ・提灯・吊りランプ

16

デルビル磁石式電話、黒電話、釜、電
気炊飯器、藁ぐつ、胴蓑、蓄音機、たら
い、洗濯板、糸車、石臼、天秤棒、水桶

18

13

22

石臼×2・手押しポンプ・水桶・天秤棒・
棹秤・枡・釜・電気炊飯器・デルビル磁
石式電話・黒電話・おひつ・火鉢・提灯・
吊りランプ・蓄音機・糸車・洗濯板・たら
い・胴蓑・菅笠・藁ぐつ

35

15

釜・電気炊飯器・デルビル磁石式電話・
黒電話・火鉢・湯たんぽ・吊りランプ・蛇
の目傘・胴蓑・菅笠・わらぐつ・蓄音機・
レコード・ラジカセ・洗濯機（写真）

十二単一式、当世具足、太刀、火縄銃

社会科授業のため

社会科授業のため

44

40

39

42

38

勾玉作り資料 1

36

37 学校行事のため

46 十二単一式、大鎧、束帯一式

4



－平成30年度　資料貸出一覧（出前授業による貸出を含む）－
貸　し　付　け　先
貸し付け期間

番号 資　　料　　名 数量 備　　　　　考

茂木町立逆川小学校

1.22

宇都宮市立瑞穂台小学校

1.23

栃木市立大宮南小学校

2.5

宇都宮市立姿川第一小学
校

2.7
宇都宮市立宝木小学校
2.8
宇都宮市立陽東小学校
2.14

茂木町立茂木小学校

2.19

宇都宮市立白沢小学校

2.21

栃木県立栃木特別支援学
校ひばり分教室

2.28～3.1
和装文化伝承会
3.2～3.5

大田原市立若草中学校

3.10～3.23

56 十二単一式 1 イベントのため

50

社会科授業のため

54

提灯・吊りランプ・火起こし器×5・火打
石×3・水桶・天秤棒・手押しポンプ・昔
の遊び道具（こま5・わなげ1・たるまおと
し3・けん玉5・お手玉10・めんこ10）

47

47 10
石臼、水桶、天秤棒、蓄音機、デルビル
磁石式電話、黒電話、釜、電気炊飯
器、豆炭あんか、こて

51 十二単一式×2、狩衣一式、 3 社会科授業のため

28

水桶・天秤棒・蓄音機・火起こし器×5・
手押しポンプ・豆炭あんか・火打石・釜・
あしなか・たらい・石臼×2・番傘・洗濯
板・さお秤・藁ぐつ・蛇の目傘・湯たん
ぽ・草履・胴蓑・菅笠・提灯・高足膳・背
負籠

社会科授業のため

社会科授業のため

49
石臼、テープレコーダー、手押しポン
プ、洗濯板、たらい、水桶、天秤棒、蓄
音機、わらぐつ、わらじ

10 社会科授業のため

石臼×2、天秤棒、水桶、藁ぐつ、胴
蓑、菅笠、蛇の目傘、湯たんぽ、吊りラ
ンプ、糸車

11 社会科授業のため

48

57

フズリナ化石を含む岩石、三葉虫標
本、アンモナイト、マンモスの歯、ナウマ
ンゾウの歯、クサリサンゴ、始祖鳥、恐
竜の骨

8 理科授業のため

52 おにおろし×3、ぼうじぼ×6 9 社会科授業のため

55

アウストラロピテクス頭骨、クロマニヨン
人頭骨、十二単一式、束帯写真、貫頭
衣、尋常小学校教科書、石盤、もんぺ、
防空頭巾、あんか、吊りランプ、お釜、
おひつ、箱膳、アンモナイト、カブトガ
ニ、化石標本セット（クラドフレビス・ギン
ゴ）、化石標本セット（リコプテラ）、恐竜
の卵、木の葉化石セット、シーラカンス
化石、恐竜の歯・爪化石標本ケース

22
社会科、理科、家庭
科、生活科授業のため

53

洗濯板・こて・湯たんぽ（金属製・陶
製）・たらい・石臼×2・天秤棒・棹秤・糸
車・藁ぐつ・わらじ・ぞうり・胴蓑・菅笠・
蛇の目傘・提灯・黒電話・薬研×2・枡・
吊りランプ・水桶・手押しポンプ・豆炭あ
んか・もっこ・蓄音機・お釜・電気炊飯
器・デルビル磁石式電話

29

社会科授業のため


