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№ 写真 資料名 数量 国名 資料説明（備考） サイズ(縦×横×高さ）

W001 実習⽤モース硬度計（7種） 10 日本
1.滑⽯,2.⽯こう,3.⽅解⽯,4.蛍⽯,5.燐灰⽯,6.正⻑⽯,7.⽯英,
岩⽯の硬度を測るものである

14.3×19×4.3（cm）

W002 姶良Tn⽕⼭灰 2 日本
発⾒された地名から丹沢⽕⼭灰と呼ばれたこともある,（平成
30年7⽉2日,1個追加）

27g

W003 箱根東京軽⽯ 2 日本
風化した塩基性の軽⽯粒からなり、南関東全域に知られてい
る,（平成30年7⽉2日,1個追加）

360g

W004 木曽御嶽⽕⼭第一軽⽯ 2 日本
木曽御嶽⽕⼭からほとんど真東に向かって分布している,（平
成30年7⽉2日,1個追加）

430g 

W005 携帯堆積空間A0サイズセット 1 日本
A0サイズの透明アクリル板をカードケース状に張り合わせ,砂
と水を封入したもの。土砂の堆積作⽤(地層の形成)、地層の
脱水変形(液状化)を観察できる

119×84.3×2.7

W006 地下水流動モデルセット 3 アメリカ 地下水の流れや地下水・土壌汚染プロセスを再現できる装置

W007
教育版EV3 JavaプログラミングセットA

1 日本
・教育版レゴ,マインドストーム,EV3,基本セット・DCアダプ
ター・教育版EV3 C言語プログラミングガイド

30.5×42.0×15.0(cm)

W008
気球空撮装置１（ひばりⅡ）1式

1 日本

・ニコンCOOLPIX S3600搭載ゴンドラ・映像送受信システ
ム付き・カメラ仰角遠隔操作システム付・耐風タイプ気球,
（直径140cm︔0.9⽴⽶）・ロッド・係留糸（150m巻）・
3chラジコン

W009 ボール紙製標本箱,1〜2頭⽤ 24 日本 上質なボール紙製の昆虫標本箱 10.8×9×4.7（cm）

W010 桐標本箱,ガラスフタ,中 24 日本 本格インロータイプの硝子蓋式、桐製の昆虫標本箱 20.4×15.4×5.5（cm）

W011
二重円形水槽（アクリル製）・発泡スチロール3次元カット
品

1 日本
底面が半径⽅向にスロープになっていて、ロスビー波の室内
実験を⾏う

直径1000ø×内径800ø×
高さ150mm

W012 ウサギの全身骨格標本 1 日本 齧⻭類の標本（透明プラスチックケース付）※実物骨格標本 25×59×22.5
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W013 哺乳類の前肢骨の標本セット 1 日本
ウシ、ブタ、ヒツジのものは前肢骨部分と個別に固定された
蹄からなり、ネコ、イヌのものは前肢骨部分と肩甲骨から
なっている。

37×67×46

W014 放射線線量率計 2 日本

ガンマ線の周辺放射線当量率(線量率)及び測定者が線量率を
測定している時間とその間に受けたガンマ線の放射線当量(線
量)を測定し、放射能で汚染した物体表面にある放射性物質が
放出するベータ粒子の表面発⽣率(1平⽅センチメートルの表
面から1分あたりに発⽣するベータ粒子の数)を測定するよう
に設計

（本体）5.2×8.7×2.5

W015 地震発⽣装置「じしん君」 7 日本
ペットボトルを利⽤して、地震の際に⼤きな被害をもたらす
原因の一つである「地盤の液状化」、「噴砂現象」を誰でも
短時間で簡単に繰り返し実験や観察をすることが可能

W016 littleBits,Deluxe Kit 5 日本 18モジュール同梱 10.０×31.0×8.9(cm),0.7Kg

W018 littleBits,Arduino Coding Kit 1 日本

８モジュール同梱,littlebitsとPCを接続し、プログラミングの
結果を動き、光、音として可視化するためのインターフェー
ス装置。要求仕様定義に基づいたプロトタイピングの結果を
PCに伝える機能を担う

0.358Kg

W019 littleBits,Hardware Development Kit 1 日本 ３モジュール同梱

W020 ①教育版EV3,JavaプログラミングセットＡ 1 日本

・教育版レゴ,マインドストーム,EV3基本セットV2（SW付
き）・DCアダプター・教育版EV3 Java プログラミングガ
イド・WiFiドングル（ONKYO）,LEGOの動きをJavaにより
プログラミング言語によりコントロールするのに使⽤。

30.5×42.0×15.0(cm)

W021 ②教育版EV3,AndroidアプリセットＡ 1 日本

・教育版レゴ,マインドストーム,EV3基本セットV2（SW付
き）・DCアダプター・教育版EV3 Androidアプリ,プログラ
ミングガイド,LEGOの動きをスマートフォンでコントロール
するのに使⽤。

30.5×42.0×15.0(cm)

W017 littleBits,Space Kit 1 日本

12モジュール同梱,磁⽯で電子回路をつないで電子⼯作を⾏う
ことを通して、電子回路を楽しく学べるオープンソースのラ
イブラリーである。LEGOを作る要領で電子⼯作ができ、プロ
グラミングの結果を動き、光、音にして可視化できる。この
モジュールは、国際宇宙ステーション、⽕星探査⾞など10種
類の楽しい⼯作ができる。要求仕様定義に基づいたプロトタ
イピングに使⽤

3.6×10.0×
31.0(cm),0.647Kg

W022 ③EV3スタートセットC

W023

日本2

・教育版レゴ,マインドストーム,EV3基本セットV2（SW付
き）・DCアダプター・WiFiドングル（ONKYO）・楕円コー
ス・IoTカリキュラム学習テキスト,LEGOの動きをプログラミ
ング言語によりコントロールして動きによって可視化するこ
とで要求仕様定義の内容をプロトタイピングできる機能を利
⽤して要求仕様定義に基づいたシステム構築の⽅法を習得す
る

日本1④IoTカリキュラム学習セット

30.5×42.0×15.0(cm)

30.5×42.0×15.0(cm)

・教育版レゴ,マインドストーム , EV3基本セットV2（SW付
き）・教育版レゴ,マインドストーム,EV3,拡張セット・DCア
ダプター・Bluetoothドングル（EV3＆NXT）・WiFiドング
ル（ONKYO）・教育版EV3 ソフトウェア プログラミング
ガイド,LEGOの動きをプログラミング言語によりコントロー
ルして動きによって可視化することで要求仕様定義の内容を
プロトタイピングできる機能を利⽤して要求仕様定義に基づ
いたシステム構築の⽅法を習得するための基本機能が⽤意さ
れている。
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W024 littleBits,GIZMOS＆GADGETS 1 日本

littleBitsの拡張機能であり、モーター、ホイール、ライト、
スイッチ、サーボ、ブザー、さらにはリモート・コントロー
ル製作のためのツール,要求仕様定義に基づいたシステム構築
の⽅法を習得する

W025 グライナー,SMARTBLUE,トランスイルミネーター 2 オーストリア
465nmの⻘⾊光を照射し、電気泳動後に蛍光試薬で染⾊した
DNAを発⾊させる

26.6 × 22.6 × 17.6

W026
ベックマン・コールター,⼩型微量高速遠⼼
機,Microfuge16(FX241.5Pﾛｰﾀｰ付)

2 アメリカ
1.5/2.0 mLチューブを高速回転させる (最高回転数 14,800 
rpm、最⼤遠⼼⼒ 16,163 ×g)。エタノール沈殿によるDNA
の精製等に⽤いられる

26.6 × 22.6 × 17.6

W027 ⼩型微量遠⼼機,Multispin 3 日本
1.5/2 ml マイクロチューブ x8 あるいはローターの付け替え
によりPCR8連チューブ(0.2ml×8本)×2列 を遠⼼・スピンダ
ウンさせる (最高回転数 約6,000rpm)。

16.3×15×11.3(cm)

W028 ⼩型微量遠⼼機,Onespin 4 日本
1.5/2 ml マイクロチューブ x4 を遠⼼・スピンダウンさせる 
(最高回転数 4,000rpm)。チューブ1本での使⽤が可能。

13×10.5×9.6(cm)

W029 超微量分光光度計,プリンタ付 1 アメリカ
A260吸光度 (光路⻑10mm換算) により、DNA濃度を測定す
る。また、A260/A280⽐を⽤いて核酸濃度の純度を測定

11×15.5×8.5(プリンタ未装
着時),26×15.5×11 (プリン

タ装着時)

W030 簡易双眼実体顕微鏡,40-1000ｘ,wF10X,２ケ付 17 ＿
簡単操作で偏光観察が可能,ハロゲンランプ機能（自然光に近
い⾊味) 総合倍率︓40〜1000X

W032 岩⽯薄片セット（１０種） 10 ＿
10種／内容︓⽞武岩・安⼭岩・流紋岩・斑れい岩・花崗岩・
砂岩・⾴岩・凝灰岩・緑⾊片岩・⼤理⽯

スライドグラスは28×48mm
で薄片ケースに収納。

W033 鉱物薄片セット（15種） 15 ＿
15種／内容︓⽞武岩・安⼭岩・流紋岩・斑れい岩・花崗岩・
砂岩・⾴岩・凝灰岩・緑⾊片岩・⼤理⽯・かんらん岩・閃緑
岩・⽯英斑岩・片麻岩・ホルンフェルス

スライドグラスは28×48mm
で薄片ケースに収納。

W034 一般土壌標本,30種 10 ＿
成砕屑土壌（壌土・砂土など）,原地性土壌（花崗岩風化土
壌・ラテライトなど）,⽕⼭灰土壌（⿅沼土・シラスなど）,風
成堆積土壌（⻩土など）のセットを木製標本箱に収納

各25φ×50mm管瓶入り

W035

サーモフィッシャー・サイエンティフィック,蛍光染⾊プレ
パラート (ウシ肺動脈上皮)  #1,FluoCells™ Prepared 
Slide #1 (BPAE cells with MitoTracker™ Red CMXRos, 
Alexa Fluor™ 488 Phalloidin, and DAPI)

1 アメリカ ウシ肺動脈上皮の蛍光染⾊プレパラート

W031 双眼実体偏光顕微鏡,回転ステージ,落射透過LED
総合倍率︓7倍〜45倍,実視
野︓32.8mm 〜 5.1mm

3W透過LED照明、スライド式ポラライザ、回転アナライザと
回転ステージを装備。実体顕微鏡ならではの低倍率・広視野
というメリットを⽣かし、薄片等の試料全体の組織・構造の
観察・分析を⾏う事ができる。回転ステージには検板⽤のス
ロットがあり、オプションの鋭敏⾊板や1/4波⻑板を使⽤して
の観察も可能。透過照明に加えて落射LED照明も装備してい
るので、アナライザーを取り外せば通常の実体顕微鏡として
の使⽤可能（⽕⼭灰試料は御岳第一軽⽯堆積物・箱根東京軽
⽯堆積物等を提供。わんがけ⽤お碗も貸し出し可能）

＿10



リアル教材一覧＜環境システム学科＞        

№ 写真 資料名 数量 国名 資料説明（備考） サイズ(縦×横×高さ）

W036

サーモフィッシャー・サイエンティフィック,蛍光染⾊プレ
パラート (ウシ肺動脈上皮)  #2,FluoCells™ Prepared 
Slide #2 (BPAE cells with Mouse Anti-α-tubulin, 
BODIPY™ FL Goat Anti-Mouse IgG, Texas Red™-X 
Phalloidin, and DAPI)

1 アメリカ ウシ肺動脈上皮の蛍光染⾊プレパラート

W037

サーモフィッシャー・サイエンティフィック,蛍光染⾊プレ
パラート (マウス腎臓)  #3,FluoCells™ Prepared Slide #3 
(mouse kidney section with Alexa Fluor™ 488 WGA, 
Alexa Fluor™ 568 Phalloidin, and DAPI)

1 アメリカ マウス腎臓の蛍光染⾊プレパラート
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1. 有糸分裂，ソラマメ根端の縦断，有糸分裂の全段階，鉄ヘ
マトキシリン染⾊,2. ユリ，葯の横断面，第一分裂の終期と第
二（同型）分裂の初期を⽰す⼩胞子⺟細胞,3. 紡錘を⽰すホワ
イトフィッシュの胞胚断面にみる有糸分裂期,4. 精子形成およ
び減数分裂と有糸分裂段階，バッタの精巣の断面,5. 核分裂中
のゾウリムシ，核を染⾊

W038
日本スリービー・サイエンティフィック株式会社,W13457,
有糸分裂・減数分裂プレパラート (5枚セット)

3 日本

W039
日本スリービー・サイエンティフィック株式会社,W13052,
動物の細胞プレパラート (12枚セット)

1. 扁平上皮・ヒトの⼝から分離した細胞,2. 横紋筋・核・節
原繊維を⽰す縦断,3. 緻密骨と硝子軟骨・⽐較⽤の２枚の切片
（横断）,4. 神経線維・髄鞘とランビエ絞輪を表⽰（オスミウ
ム酸染⾊）,5. サンショウウオの肝臓・単純な動物細胞（横
断）,6. 哺乳類の腎臓・ミトコンドリアを染⾊,7. ネコの卵
巣・第一次/第二次/グラーフ卵胞を⽰す（横断）,8. カエルの
精巣・精子形成を⽰す（横断）,9. サンショウウオの幼⽣・表
皮と有糸分裂を⽰す他の器官（横断）,10. 回虫の子宮（横
断）・減数分裂時の染⾊体/紡錘体を⽰す染⾊,11. ユスリカ
の幼虫の唾液腺・⼤きな染⾊粒を⽰す唾液腺染⾊体・フォイ
ルゲン反応によるＤＮＡ染⾊,12. ウニの卵・未受精卵・受精
卵・初期卵割期

日本5
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1. アメーバ・プロテウス属（全体像）,2. ミドリムシ・鞭毛と眼
点,3. ゾウリムシ・繊毛,4. ケツボ海綿・海綿動物（体の横断）,5. 
ヒドラ（全体像）,6. 槍形吸虫・ヒツジの肝吸虫（全体像）,7. プ
ラナリア（体の横断）,8. 有鉤条虫・サナダムシ・異なる発⽣段階
の片節（横断）,9. 旋毛虫・嚢に包まれた幼虫（縦断）,10. シマミ
ミズ・腸内縦隆起部位（横断）,11. ミジンコ（全体像）,12. ケン
ミジンコ（全体像）,13. クモ・脚の櫛（全体像）,14. クモ・若い
個体の標本（全体像）,15. イエバエ・頭部と⼝部（全体像）,16. 
ワモンゴキブリ・咬み型⼝器（全体像）,17. ミツバチ・働き蜂の
⼝部（全体像）,18. イエバエ・脚の褥盤（全体像）,19. ミツバ
チ・翅（全体像）,20. 昆虫・気管（全体像）,21. 昆虫・気門（全
体像）,22. ショウジョウバエ・成虫標本（矢状断）,23. 巻き貝・
⻭⾆（全体像または断面）,24. 巻き貝（体の横断）,25. ヒトデ・
腕部（横断）

日本1

1(d) サンショウウオ・肝臓断片の動物細胞,2(d) 有糸分裂・ネギ
の根端（縦断）,3(c) キンポウゲ・ラナンキュラス属・典型的な双
子葉植物の根（横断）,4(e) 単子葉植物と双子葉植物の茎・⽐較⽤
の2枚（横断）,5(c) モクセイ科ハシドイ属・ライラック・典型的
な中⽣双子葉植物の葉（横断）,6(c) 円柱上皮・ウサギの盲腸（横
断）,7(e) 骨と硝子軟骨（横断）,8(d) 哺乳類の横紋筋（縦
断）,9(d) 哺乳類の平滑筋（縦断と横断）,10(c) ネコ・肺（横
断）,11(c) ヒトの血液の塗抹標本,12(d) ヒト・皮膚（縦
断）,13(f) 若いマウス・全体像の標本（矢状断）

日本1
日本スリービー・サイエンティフィック株式会社,W13400,
細胞・組織と器官プレパラート (13枚セット)

W041

日本スリービー・サイエンティフィック株式会社,W13420,
無脊椎動物プレパラート (25枚セット)

W040
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W043 ⾦属リチウム 1
純度99.97％の⾦属リチウムです。,周期表で原子番号3のア
ルカリ⾦属です。,取り扱いには注意か必要、水分は厳禁。,ア
ルミの袋から開封する際は要相談。

W044 ⽯質隕⽯ 1 アメリカ

プレインビュー隕⽯,Olivine-Bronzite Chondrite 
"Plainview",分類︓普通球粒隕⽯,発⾒地︓アメリカテキサス
州,Hale County,発⾒年︓1917年

W045 ⽯鉄隕⽯ 1
ベラルーシ

共和国
ブラヒン隕⽯,Stony-Iron Meteorite "Brahin",分類︓パラサ
イト,発⾒地︓ベラルーシ共和国ミンスク,発⾒年︓1810年

W046 鉄隕⽯ 1 ソビエト連邦

シホーテ・アリン隕⽯,Niekel-Iron Octahedrite coarsest
（ⅡB） "Sikhote Alin",分類︓ⅡB,落下地︓ソビエト連邦,沿
海州シホーテ・アリン⼭脈,落下年︓1947年2⽉12日,10時38
分

W047 Magenta Bat5 4

スーパーヘテロダイン式のバットディテクター。コウモリの超音波 
(エコロケーション・コール) を可聴音に変換する。ダイヤルを特
定の周波数に合わせることで、その前後の周波数の超音波を可聴音
に変換する。設定可能周波数は10kHz ~ 130kHz。

135 x 75 x 30 mm

W048 BATBOX Duet 2

ヘテロダイン式とフリークエンシーディビジョン式の機能を併せも
つバットディテクター。ダイヤルを特定の周波数に合わせること
で、その前後の周波数の超音波を可聴音に変換できる (ヘテロダイ
ン式) ほか、録音機 (リニアPCMレコーダー) を⽤いることで、全
周波数をモニターし、記録することができる。録音データを、解析
⽤ソフトウェア (BatScan 9) で解析が可能。設定可能周波数は
17kHz ~ 125kHz。

125 x 69 x 32 mm

W049 レアアース鉱物標本 1

デイヴィッド⽯／サマルスキー⽯／木村⽯／セル⽯／フェルグソン
⽯／バストネス⽯／ゼノタイム／イットロタンタル⽯／イットリウ
ムシンキス⽯／モナズ⽯／タレン⽯／ユークセン⽯／パリス⽯／
イットリウムブリト⽯／イットリア⽯／河辺⽯／アンシル⽯／トー
ル⽯／褐廉⽯

W050 結晶標本 1 三傾晶系／単斜晶系／直⽅晶系／正⽅晶系／三⽅晶系／六⽅晶系／
⽴⽅晶系

W051 堆積岩セット 30 礫岩／砂岩／⾴岩／スレート／⽯灰岩／チャート／珪藻土／凝灰岩
／⽯炭

W052 変成岩セット 30 緑⾊片岩／角閃片岩／スレート／泥質千枚岩／泥質片岩／片麻岩／
⽯英片岩／ホルンフェルス／結晶質⽯灰岩／マイクロナイト

W053 ⽕成岩セット 30 ⽞武岩／安⼭岩／デイサイト／流紋岩／⿊曜岩／かんらん岩／はん
れい岩／閃緑岩／花崗岩／花崗斑岩

W054 鉱物セット 10 かんらん⽯／斜⽅輝⽯／単斜輝⽯／普通角閃⽯／⿊雲⺟／⽩雲⺟／
カリ⻑⽯／斜⻑⽯／⽯英／磁鉄鉱

W042

1. ヒドラ・淡水性ポリプ・内胚葉と外胚葉（横断）,2. ゴキブリ・
砂嚢,3. ネコ・唾液腺（横断）,4. ネコ・食道（横断）,5. ネコ・胃
底部（横断）,6. ネコ・⼩腸の標準染⾊（横断）,7. ⼩腸の血管
（横断）,8. ヒト・虫垂（横断）,9. ネコ・⼤腸（横断）,10. ブ
タ・肝臓（横断）,11. 昆虫・マルピーギ管（横断）,12. カエル・
中腎（横断）,13. ウサギ・後腎（横断）,14. マウス・腎臓と腎盤
（縦断）,15. 哺乳類の腎臓・ミトコンドリアを染⾊

日本1
日本スリービー・サイエンティフィック株式会社,W13401,
代謝プレパラート (15枚セット)
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№ 写真 資料名 数量 国名 資料説明（備考） サイズ(縦×横×高さ）

W055 化⽯セット 10 ぼうすい虫／四放さんご／二枚貝／アンモナイト／三葉虫／わんそ
く／ウミユリ／被子植物

W056 鉱物鉱⽯セット 10
かんらん⽯／普通輝⽯／普通角閃⽯／⿊雲⺟／⽩雲⺟／斜⻑⽯／ア
ルカリ⻑⽯／⽯英／⾦銀鉱／⻩銅鉱／⽅鉛鉱／閃亜鉛鉱／⻩鉄鉱／
ボーキサイト

W057 リニアＰＣＭレコーダー 2

BatBox Duet の録音⽤レコーダー。3.5mm ステレオオー
ディオケーブル 1m を付けているので、BatBox Duet とつ
なげ、micro-SDカードに録音することができる。録音データ
をPCへ移し、ソフトウェア (BatScan 9) でデータ解析が可
能。

141 x 61 x 26 mm

W058 ＳＳＦＢａｔ2 1

スーパーヘテロダイン式とフリークエンシーディビジョン式の機能
を併せもつバットディテクター。そのため、ダイヤルを特定の周波
数に合わせることで、その前後の周波数の超音波を可聴音に変換で
きる (ヘテロダイン式機能) ほか、全周波数をモニターし、ピーク
となる周波数を検出することができる (フリークエンシーディビ
ジョン式機能)。周波数のピークは、液晶で確認できる。設定可能
周波数は15kHz ~ 130kHz。

185 x 65 x 28 mm

W059 Echo Meter Touch 2 - iOS 1

iPhone や iPad に取りつけて使⽤するバットディテクター。
iTunes store から Echo Meter Touch Bat Detector をフ
リーダウンロードし、アプリを介して、リアルタイムで超音
波を可聴音に変換したり、ソナグラムを⾒ることができる。
また、端末に録音できる。

35 x 48 x 15.8 mm


