
リアル教材一覧＜地理学科＞　　　　　　　　

管理№ 写真 教材名 数量 教材説明
サイズ

（縦ｃｍ×横ｃｍ）

X266
愛知県

バンダナ　 縫い絞・鹿の子　　(有松・鳴海絞)
1

生地は綿布または絹布を用い、絞模様は草花調が多い。藍

色が主体だが最近は色使いのものも多い
50×50ｃｍ

X271 秋田県

小判弁当(大館曲げわっぱ  中)

1

秋田杉を薄く剥いで柾目取りし、独特の技術で曲げ輪を作

り、山桜の樹皮で縫い留めした後、底入れして製作する。

木目が真っ直ぐで弾力性に富み、軽量明るく優美な色合い

を特色とする

12×19ｃｍ

X272
静岡県

虫籠　図面竹
1 独特な静岡の伝統的工芸品。「駿河竹千筋細工」 ９×10.5ｃｍ

X267
新潟県

小千谷縮信玄
1

絣柄は「手くくり」「手摺りこみ」による。製織後、湯も

みをして独特のしぼを出す。麻糸を使った夏物の着尺地と

して名高い。

28.5×20.5ｃｍ

X265
福岡県

博多織　(マイ・ブックカバー)  絹100％
2 手触りが大変よく、本の厚さに合わせて調節ができます。

Ｂ6判（約ｍｍ）

182×128

X268
福岡県

久留米絣　(くるめがすり)
1

庶民性の高い綿絣で、紺地に白または青抜きの絣柄が特

徴。　絵絣、十字絣など種々の絣が織られる。趣味性の高

い着物として着られる他、洋装やインテリアなどにも幅広

く愛用されている。

40×98.5ｃｍ

X269
三重県

染型　鮫
1

伊勢型紙とは、友禅、ゆかた、小紋などの柄や文様を着物の生地

を染めるのに用いるもので、千有余年の歴史を誇る伝統的工芸品

(用具)。

和紙を加工した紙(型地紙)に彫刻刀で、きものの文様や図柄を丹念

に彫り抜いたものですが、型紙を作るには高度な技術と根気や忍

耐が必要。

約68ｃｍ

国名： 日本                  



リアル教材一覧＜地理学科＞　　　　　　　　

管理№ 写真 教材名 数量 教材説明
サイズ

（縦ｃｍ×横ｃｍ）

X068 宮廷衣装（女性） 1 清朝格格服(宮廷服）。旗袍を着て、マフラーを巻く M～L

X070 宮廷衣装（男性） 1
龍 金刺繍 ドラゴン

シルクを使用
M～L

X376 CCTV　地理・中国（DVD 5枚組） 1

DVD1：《柴河地质探秘》《巨洞之迷》《鄱阳湖的奥秘》

DVD2：《解密远古之花》(上)《解密远古之花》(下)《黄土中的秘密》

DVD3：《太行山中的奇观》(上)《石林传奇》《赤水观瀑》

DVD4：《黄龙的近说》《沙海的奥秘》《嵩山探秘》

DVD5：《山中奇境》《洞穴奇观》(上)《洞穴奇观》(下)

27.0×１４.0

X394 東京聡明Shopping　电车地図 1 ガイドブックー東京 24.2×１８.3

X396 中国国家地理　第630期 1 中国版　国家地理　第630期 26.0×１８.5

X397 中国自然地理 2 中国版　自然地理 32.5×24.0

X405 金紙 2 中国の金紙とは神様とご先祖へ捧げるお金のこと 13.2×10.5

国名：中国                    



リアル教材一覧＜地理学科＞　　　　　　　　

管理№ 写真 教材名 数量 教材説明
サイズ

（縦ｃｍ×横ｃｍ）

X009 アジアの民族衣装 1

バナナ繊維　女性　1式

パイナップル繊維でできている

大きなバタフライスリーブが特徴

XL

X038 各国の蝶の標本セット 1

X040 各国の織物 2 先住民族の織物
青　約30㎝×54㎝

黒　約34㎝×52㎝

X420 絵画（小） 4 20㎝×25㎝

X442 貝のゲーム 1 12.5㎝×61㎝

X457 南洋真珠 3

X620 軍票 2
戦時中日本軍が使用した現地からの物資調達及びその他の

支払いのために発行される擬似紙幣

国名： フィリピン                  
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管理№ 写真 教材名 数量 教材説明
サイズ

（縦ｃｍ×横ｃｍ）

X006 民族衣装　アオザイ 1 正装として着用するベトナムの民族服 Mサイズ

X153 ウッドハンドルシルクバック 1 ウッドハンドルシルクバック
横33㎝×縦28.5㎝×底マ

チ9㎝

X154 ラタンハンドル　リングバック 1

ゴールド

ニット編みの手法はフランス統治時代に伝えられ、今に

至っている。職人の手作業で編んでいる逸品

横39㎝×縦26㎝×横マチ

10㎝

X155 シェルビーズクラッチバック 1
職人が貝を正方形に1枚1枚削り加工している。貝タイル

をぎっしりと縫い付けている。

横21.5㎝×縦12㎝×マチ

4㎝

X476 カゴラック　カヤザル 2

赤・オレンジ

ネット付きですので、虫よけ効果がある。

ネットは可動式なので、使わない時は片方にたためる。

（赤）ザル直径29㎝　カ

ヤ高さ23㎝

（オレンジ）ザル直径

29.5㎝　カヤ高さ24㎝

X477 カゴラック　カヤザル 1
緑・ネット付きですので、虫よけ効果がある。

ネットは可動式なので、使わない時は片方にたためる。

ザル直径35㎝　カヤ高さ

30㎝

X494 木製調味料入れ（スプーン付） 4 4色（黒・茶・黄緑・茶色）

長方形受け皿　　横26㎝

縦8.5㎝

調味料入れ　直径8㎝

国名: ベトナム
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管理№ 写真 教材名 数量 教材説明
サイズ

（縦ｃｍ×横ｃｍ）

X063 僧侶衣装 1

一般に「黄衣」と呼ばれる。法衣を黄色に染める原料ター

メリック（ウコン）は、邪悪なものを避ける力や、浄化作

用があると信じられ、一種の魔除けとして黄衣が誕生し

た。

縦 約188cm

横幅 約278cm

X066 民族衣装 1

チェンマイ地方の民族衣装（女性用）

結婚式、お祝い、お祭り、踊りの時などに着用される伝統

的な正装。

M～Lサイズ

X064 編み笠 3 日焼けをしないように被る
笠直径　45㎝

頭まわり60㎝

X065 舞踊面 1

コーン：仮面舞踊劇（※古い時代からあるタイ舞踊のひとつ）

その踊りと、舞の姿勢には意味があり、その人の感情を表す。

ほとんど男性だけで演じられ、主人公・女主人公・鬼・猿の役

があり、鬼と猿は仮面をつけて演じる。

X480 枕（大）茶色 1

三角枕（ムォーン・サァム・リアム）

パンヤ綿が詰まった綿製の筒をピラミッド型に積み上げて縫い合わせた、タ

イの伝統工芸品。枕とあるが、使い方はクッションの方が近い。タイでは、

昔の宮廷貴族が横座りした状態で脇に挟んで使う。三角形が作る60度の角度

は、体を預けるのにちょうどよい角度となっており、背もたれや肘掛、さら

に足を乗せて足枕としても利用できる。

高さ30㎝×横48㎝×奥行

32センチ

X487 3段ランチボックス 1 ホーロー製品
直径14㎝

高さ26㎝

X572 銅鑼（ドラ） 1 楽器
幅（床面）68㎝×高さ

215㎝

国名：タイ                
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管理№ 写真 教材名 数量 教材説明
サイズ

（縦ｃｍ×横ｃｍ）

X060 舞踏衣装レゴンダンス一式 1

舞踏衣装レゴンダンス一式

(パジュ・カイン・サプッ・ダダ・アンポ・ラマッ ・ミン

シ・パドン・扇・冠（造花）

M～Ｌ

X079 椰子砂糖 5

砂糖を取るためのやしの木（PUNYAN NYUH）には実がなりません（花から汁を取る

と花はかれてしまう）。

アルコール分は少なく、砂糖の甘味は大変強い木で、土壌によっても砂糖の甘味や香

りが異なります。この村の椰子砂糖（GULA）は他の村の椰子砂糖より甘味が多く大

変おいしい砂糖です。良質で甘さも安定し不純物を一切混ぜない100%。カリウム、

マグネシウム、亜鉛、鉄、ビタミンB1、B2、B3、B6およびビタミン、他の鉱物と血

流にゆっくりと吸収を助ける酵素が豊富です。

直径　約11cm

X479 イカット・布（縦長） 3

イカットは、絣（かすり）の事でインドネシア語で「括る

（くくる）」という意味です。

糸を括ってから染めています。おもにバリ島周辺の島々で

織られていて、織られる島によってそれぞれ独自の模様が

あります。

縦 182~187cm

横 38~40cm

X578 ひょうたんの水差し 1

高さ（本体＋台座）

33cm

直径18cm

X485 ガムランボール（大）バスケットタイプ 1

バリ島の神様に捧げる音楽に欠かせない楽器「ガムラン」

その神聖な伝統楽器と同じ材料を使い、ガムランと同じ美

しい音色をギュッと閉じ込めた、シルバー製のアクセサ

リー。

直径2.3㎝

X492 お面の壁掛け彫刻 2 縦50㎝　幅24㎝

X496 アタバック 1

アタ製品の材料となる「アタ」は、インドネシアに自生す

るシダ科の植物。アタの栽培は難しいため、自生している

ものを採取する。

縦32.5㎝　横23㎝　マチ

10㎝

国名：  インドネシア－バリ島・ロンボク島－                     



リアル教材一覧＜地理学科＞　　　　　　　　

管理№ 写真 教材名 数量 教材説明
サイズ

（縦ｃｍ×横ｃｍ）

X057 民族衣装（ブラウス、ペチコート付き） 1 サリー(女性用) M～Lサイズ

X059 民族衣装（女性用） 1 パンジャビドレス（女性用） M～Lサイズ

X543 ヒンズー教　シヴァ神 1

ダンシング・シヴァ 小

破壊と創造の神
縦13㎝×横10㎝×奥行4

㎝

X574 チャパティ皿（茶） 1
チャパティ（インドのパン）をこねる時に使用されている

プレート
縦24㎝×横29㎝

X588 ザリ刺繍のれん 1

緑

ザリとは、細いワイヤーにコイル状になった金属（銀糸に

金糸、コットンの芯糸に銀糸など）を巻きつけた糸やモー

ルのことを指していて、そのコイル状の糸をを細い編み針

のようなもので、布地にとめつけていく。

縦176㎝×横105㎝

X589 ザリ刺繍のれん 1

赤

ザリとは、細いワイヤーにコイル状になった金属（銀糸に

金糸、コットンの芯糸に銀糸など）を巻きつけた糸やモー

ルのことを指していて、そのコイル状の糸をを細い編み針

のようなもので、布地にとめつけていく。

縦140㎝×横86㎝

X590 ミラー付服 2

子供用・大人用

装飾と魔除けを兼ねた鏡片を縫い止めるミラーワークと刺

繍によって彩られる。

総丈　41㎝

総丈　99㎝

国名： インド                   



リアル教材一覧＜地理学科＞　　　　　　　　

管理№ 写真 教材名 数量 教材説明
サイズ

（縦ｃｍ×横ｃｍ）

X517 仏教　タルチョ（旗） 5

チベットの五色の祈祷旗。五色の順番は青・白・赤・緑・

黄の順に決まっており、それぞれが天・風・火・水・地す

なわち五大を表現する。

25枚

X527 仏教　マニ車 2

マニ車は円筒形で、側面にはマントラが刻まれており、内部にはロール状の

経文が納められている。大きさは様々で、手に持てる大きさのものがあれ

ば、寺院などでは数十センチ、大きいものでは数メートルにも及ぶマニ車が

設置されている。チベット仏教の場合はマニ車を右回り（時計回り）に、ボ

ン教の場合はマシモ車を左回りに回転させると、回転させた数だけ経を唱え

るのと同じ功徳があるとされている。

長さ31㎝　直径6.5㎝

X528 仏教　マニ車（台座付） 1

マニ車は円筒形で、側面にはマントラが刻まれており、内部にはロール状の

経文が納められている。大きさは様々で、手に持てる大きさのものがあれ

ば、寺院などでは数十センチ、大きいものでは数メートルにも及ぶマニ車が

設置されている。チベット仏教の場合はマニ車を右回り（時計回り）に、ボ

ン教の場合はマシモ車を左回りに回転させると、回転させた数だけ経を唱え

るのと同じ功徳があるとされている。

高さ20㎝　幅19.5㎝　奥

行7.4㎝

X530 シンキングボウル（真鍮製） 3
シンギングボール（ドニパトロ）とは、チベット仏教にお

ける伝統法具の一つ。

直径　約8.5㎝　　高さ

約4.5㎝

国名：  チベット                 



リアル教材一覧＜地理学科＞　　　　　　　　

管理№ 写真 教材名 数量 教材説明
サイズ

（縦ｃｍ×横ｃｍ）

X508 藍染めポンチョ 1 幅94×長さ170cm

X533 アシャンテ族   ンデベレ人形 2

女の子（スカート） 　男の子(マント）

子宝、安産のお守り。

１ｍの高さの人形は、アフリカで3人のばあやしか作れない。

母から娘に渡す。

直径7.5×高さ15cm

直径8×高さ26.5cm

X536 楽器　カシシ 3

細い木で編んだ入れ物の中に小石や豆、木の実などを入れて演奏する

打楽器。

アフリカ、南アメリカが発祥地であり、「カシシ」というのはブラジ

ルでの呼び名であるが、日本ではブラジル音楽やカポエイラ(カポ

エィラ)などを通じてこの名称が一般的に使われている。

小：直径6×高さ14.5cm

大：直径9.5×高さ

17.5cm

円柱：直径6×高さ

14.5cm

X557 アシャンテ・ビーズ　 10

アクセサリー

アシャンティ族が作ったアンティーク・ビーズ。

表面に後から絵付けしている。

約1cm

X559 アシャンテ族　木製椅子 1 アシャンテ族
縦20.5×横44×高さ

24cm

X514 バミレケ布 1
アフリカ中部、カメルーン西部に暮らすバミレケの人々に

伝わる藍染布
130×176cm

X524 バミレケ族仮面 1
縦53.5×横31×高さ

13cm

国名：アフリカ                
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管理№ 写真 教材名 数量 教材説明
サイズ

（縦ｃｍ×横ｃｍ）

X516 マサイ族　シュカ 2

朝晩の気温の高低差が激しいサバンナに暮らすマサイの人

たちが愛用している布（シュカ）。全身に巻き付ける。鮮

やかな赤を基調としたデザインは、広いサバンナでも目印

になるためのもの。

オレンジ：140×196cm

赤：156×194cm

X511 コロゴ布　 2

セヌフォ族の手織り布。セヌフォが多く住むコートジボワール北部の町コロ

ゴで多く作られるため「コロゴ布」と呼ばれている。絵は狩猟の獲物やセレ

モニーのダンスをモチーフにしている。泥染めの技法を用いてセヌフォ民族

独特のモチーフを描いている。切り絵のような独特なタッチを特徴としてお

り、儀式の時や狩猟や戦争などに対する御守りとして使用されていた。絵を

描くときの集中力が生命力を引き寄せ、布自体に呪術的な力を与えられると

考えられていたためだといわれている。

①123×

②116×

X513 ボゴランフィニ（泥染布） 1

手紡ぎの撚り糸で、男性が幅13cm位の帯状の細い木綿布を織り、それを何枚か繋ぎあわせて1

枚の布を作る（長さは適当約180cm）。染色はまずシクンシ科の木の葉などを染料として布全

体を黄色に染める。次に図柄（出来上がった時白くなる部分）の輪郭を木の枝を使って線で描

く。そして輪郭の線の外側に泥を塗る。泥は川や池から採取して1年以上乾燥させたものを水

に溶いて使う。植物の葉に含まれるタンニンと泥に含まれる硫化鉄とが化学反応をおこし、泥

を塗ったところは黒く染まる。泥は洗い流し、最後に黄色く残った図柄の部分を漂白して白く

仕上げる。漂白液はピーナッツ、苛性ソーダ、キビの糠と水を混ぜ合わせたものを煮て作り、

図柄の部分に丁寧にのせていく。泥や漂白液を塗っていくのが時間のかかる作業。

40×176cm

X541 バオバブの木の工芸品（中） 2 素材はバナナの葉の繊維 直径7.5×高さ9.5cm

X553 トゥアレグ・クロス（ネックレス） 3
サハラ西部の遊牧民であるトゥアレグ族の装身具。

形は家や出身を示し、男性が身につける。十字架の変形

ネックレス：長さ

29~31cm

ヘッドのみ：6cm×4cm

X558 マサイ族　３人の置物 2 黒檀（カキノキ科熱帯性常緑高木の総称）木製
小：直径6×高さ29.5cm

大：直径6×高さ32.5cm

X525 セヌフォ族の仮面 1 43×15×11cm

国名： アフリカ                   



リアル教材一覧＜地理学科＞　　　　　　　　

管理№ 写真 教材名 数量 教材説明
サイズ

（縦ｃｍ×横ｃｍ）

X072 ヒジャーブ　 3

黒

イスラム女性の着る，目だけを残して頭から足元まですっ

ぽりおおう薄絹地の服。

本体：107×111cm

着丈：80cm

マスク：74×95cm

X073 ヒジャーブ　 3

3色（赤・緑・水色）

イスラム女性の着る，目だけを残して頭から足元まですっ

ぽりおおう薄絹地の服。

47×33.5cm

X074 イカール・カフィーヤ 5 2色（赤×白、黒×白） 約90㎝

X076 イカール・カフィーヤ 5 約200cm　2色（赤×白　3セット、白　2セット）

赤×白：約145×145cm

白：約140×140cm

輪：直径20cm

X076 イスラム帽子　 3 3色
直径18.5×高さ7.5cm

56cmサイズ

X628 チェチェン（フィンガーシンバル） 2

歴史は古代にさかのぼるほど古く、現在もベリーダンスな

どの踊りに用いられている。

親指と中指にひもを通し、カスタネットのように打ち合わ

せて音を出す。

直径約5cm

X254 日亜対訳注解聖クルアーン 10 イスラム教の聖典

縦　約21.5㎝

横　約15.5㎝

厚さ　約2.5㎝

国名：  エジプト・イスラム                  



リアル教材一覧＜地理学科＞　　　　　　　　

管理№ 写真 教材名 数量 教材説明
サイズ

（縦ｃｍ×横ｃｍ）

X182 アボリジニー骨のアート　 1

アボリジニアートには３つの代表的なスタイルがある。

細かい点で描く「点描画」、骨や内臓も描く「X線画」、

樹皮をはがして描く「樹皮画」

33.5×25cm

X192 Map Lf Australia Raised Relief Small 1

発行社　GEO MAPS COMPANY

縮尺　1:13,500,000

折り畳み　×

320×440mm

X228 ブーメラン④　 1

アボリジニアート

アボリジナルとは…

中国人やヨーロッパ人の渡来(1788)以前からオーストラ

リア大陸に住んでいた無文字の先住民を指す。

長さ49cm

X234 アボリジナル生地②　 1

青

アボリジナルとは…

中国人やヨーロッパ人の渡来(1788)以前からオーストラ

リア大陸に住んでいた無文字の先住民を指す。

二つ折りの状態

縦約75㎝×横約100㎝

X238 エミュ　エッグ 1 彫刻入り
高さ　約12㎝

胴回り　約28.5㎝

X249 カンガルー毛皮 2 長さ160×幅112cm

X626 ディジュリドゥ 2

オーストラリア大陸の先住民アボリジニが今から1000年以上も前 (2

～3万年前という説も）から使い始めたと言われる木管楽器。

世界最古の管楽器ともいわれていて、伝統的には儀式や祭事の時に、

ソングマンの唄の伴奏の楽器として使われている。ソングマンが叩く

クラップスティックのリズムに合わせて演奏する。

直径　約30㎝

国名：   オーストラリア                 
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管理№ 写真 教材名 数量 教材説明
サイズ

（縦ｃｍ×横ｃｍ）

X072 民族衣装（女性） 1

X500 プーノマンタ 1 ピンク 縦100㎝×横119㎝

X566 アルパカぬいぐるみ　 2 中

X568 ビクーニャぬいぐるみ 3

X581 ふくろう① 1
ひょうたんの実を乾燥させたものに模様を付けフクロウに

した工芸品
高さ　約20㎝

X583 とり① 1
ひょうたんの実を乾燥させたものに模様を付け鳥にした工

芸品
高さ　約23㎝

国名： ペルー



リアル教材一覧＜地理学科＞　　　　　　　　

管理№ 写真 教材名 数量 教材説明
サイズ

（縦ｃｍ×横ｃｍ）

X080 ガリレオ温度計 6

透明な液体と複数の様々な密度のガラス器を含む、密閉さ

れたガラス製の円筒で作られた温度計である。温度の変化

に従って、各々の浮きが各々の密度に比例して上下する。

底面直径5.8㎝×高さ30

㎝

X052 岩石標本15種 20
代表的な岩石（火成岩、堆積岩、変成岩）15種セット(解

説付き)

ケースサイズ：

18.5㎝×9.5㎝×2㎝

X135 白雲母（実験用） 20

アルミニウム・カリウムを含むケイ酸塩鉱物。単斜晶系に

属し、板状・鱗片状結晶。白色の真珠光沢があり、薄くは

がれる性質がある。

ケースサイズ：

直径7.5㎝×高さ5㎝

X053 ジェムストーン25種 5
加工によって宝石あるいは飾石として一般的に利用される

価値をもった鉱物をさす。

ケースサイズ：

12.5㎝×11㎝×3㎝

X054 誕生石標本12種 5
12種類の誕生石をそれぞれ小箱に収納し、鉱物名と石言

葉を添えてある。

ケースサイズ：

15㎝×13㎝×2.8㎝

X055 いろいろな種　(穀物の標本）セット 5

穀物の名前は知っているけどわからない，実物を見たこと

がない……だからこそ楽しい「穀物標本作りと名前当て」

ができるセット

約50人分セット

X055 木材標本 20

[木材標本内容]

 　・広葉樹：栓、桂、ゴムノキ、ウリン、桐、タモ、ヨーロピアンビーチ、

アユース、イエローポプラ、バルサ

　・針葉樹：杉、桧、アガチス、赤松、アローカリア、ラジアタパイン、ベ

イスギ

　・木質材料：ラワンベニヤ、MDF、パーティクルボード

セットケースサイズ：

28㎝×17.5㎝×8㎝

鉱物等
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管理№ 写真 教材名 数量 教材説明
サイズ

（縦ｃｍ×横ｃｍ）

X091 縞状鉄鉱層① 1 酸化鉄とケイ酸塩鉱物が縞状に堆積した地層 11㎝×13㎝×0.6㎝

X143 ストロマトライト　モロッコ② 1
ストロマトライトは藍藻類と堆積物が何層にも積み重なっ

て形成される。
19㎝×17㎝×12㎝

X117 虫入り琥珀 1

琥珀は樹脂が地中で固化してできるものであるため、石の

内部に昆虫（ハエ、アブ、アリ、クモなど）や植物の葉な

どが混入していることがある。こうしたものを一般に「虫

入り琥珀」と呼ぶ

2.5㎝×4.2㎝×0.8㎝

X145 水晶 / 黄鉄鉱 1
淡黄色不透明で金属光沢をもつ鉱物。

13㎝×6.5㎝×5㎝

X081 透明標本（トゲクロザコエビ） 1

分類：エビ目　エビジャコ科

和名：トゲクロザコエビ

学名：Argis ochotensis

ケースサイズ：

直径4.5㎝×高さ12.5㎝

X084 透明標本（アフリカツメガエル） 1

分類：無尾目　ピパ科

和名：アフリカツメガエル

学名：Xenopus laevis

ケースサイズ：

直径3㎝×高さ8㎝

X087 透明標本（アオリイカ） 1

分類：ツツイカ目　ヤリイカ科

和名：アオリイカ

学名：Sepioteuthis lessoniana

ケースサイズ：

直径1.8㎝×高さ5.5㎝

鉱物等


