
アンケート回答一覧 2015/10/5

日付 曜日 日数
アン

ケート通
番

学内・学
外

性別 年齢 職業 ①トランシット ②音響分析器 ③オシログラフ ④ブーソルエクリメートル ⑤フーコーの回転鏡 ⑥測角器

2015/7/18 土曜日 1日目 1 無記 無記 無記 無記 ぐるぐる～♪ぐるぐる～♪ぐるぐるぐるぐる～♪
2015/7/18 土曜日 1日目 2 学内 男 20 大学生 たいほう メトロノーム なんだこれは！！ コンパス 時計台
2015/7/19 日曜日 2日目 3 学内 女 19 大学生 ミニュチュア望遠鏡 巨大な手回しオルゴール ？ 置き型コンパス 果物を圧縮してジュース作れそう 足がコンパスのような双眼顕微鏡
2015/7/19 日曜日 2日目 4 学内 男 21 大学生 小さい望遠鏡のような形のもの 丸がたくさんついている機械 クリノメーター 顕微鏡
2015/7/20 月曜日 3日目 5 学外 男 10 小学生 ちょうちんけんびきょう 台形レコーダー， 何かの部品 別世界から来た四角と丸 Ａの形をしたナゾの物体 タコさん機械
2015/7/20 月曜日 3日目 6 学内 男 19 大学生 望遠鏡 響鳴，カラカラ カメラ 望遠鏡付きコンパス 回転鏡 顕微鏡
2015/7/20 月曜日 3日目 7 学内 男 21 大学生 ふうしゃ レコード，ＣＤ，キカイ ケンビキョウ，旧式 コマ型キカイ ポンプ，化学，巻 円板，台，ケンビキョウ
2015/7/20 月曜日 3日目 8 学内 男 19 大学生 天体望遠鏡 メトロポリス 蜂 羅針盤 メトロノーム ボイジャー

2015/7/20 月曜日 3日目 9 学内 女 20 大学生 実は火がでる，ファイヤー！，音が見える！？
ちっちゃいロボットっぽい，うごきそうでうごかない
（動きそうで動かない），それ部品なんだ

2015/7/20 月曜日 3日目 10 学内 女 22 大学生 羅針盤＋望遠鏡，◎，三脚測量器 メトロノーム＋おもり ミニ電気モーター（お湯を沸かすタイプのもの） 宇宙用ナビゲーター 特殊なレンズ/プリズム グランドピアノを動かすときの足

2015/7/20 月曜日 3日目 11 学内 男 20 大学生 小さい望遠鏡 音を分解　たくさん丸 ？？？ 望遠鏡と方位磁石 フーコー　光速を求める 回転台　望遠鏡？

2015/7/22 水曜日 4日目 12 学内 女 21 大学生 丸い　けんびきょう 思いつかない品 そう　けんびきょう 羅針盤 検査機 三脚けんびきょう
2015/7/22 水曜日 4日目 13 学内 女 大学生 羅針盤，小さな望遠鏡 回る机木 コンパス，円盤 うちの妹と同じ名前 小さな三脚に筒が２つ付いている
2015/7/22 水曜日 4日目 14 無記 無記 無記 無記 ガリレオ　砲台 ベルリラ 潜望鏡 クソデカコンパス 軍用品
2015/7/22 水曜日 4日目 15 無記 無記 無記 無記 19世紀　測量機器 台形　ハンドル　機器 羅針盤
2015/7/23 木曜日 5日目 16 無記 無記 無記 無記 望遠鏡のようなもの
2015/7/23 木曜日 5日目 17 学内 男 21 大学生 トランシット 音響分析キ オシログラフ ブーソルエクリメートル フーコーの回転鏡 水平円盤反射測角器
2015/7/24 金曜日 6日目 18 無記 無記 無記 無記 Ｆがとけいみたい，とけいしえいく
2015/7/24 金曜日 6日目 19 学外 女 18 大学生 望遠鏡みたいなやつ。 いろんな大きさのＣＤみたいなのがついてるやつ。 古いカメラみたいなの らしんばん すごそうな化学でつかうやつ 望遠鏡みたいなの
2015/7/26 日曜日 8日目 20 学外 男 32 一般 望遠鏡 音・チューナー コンパス/日時計，星 気体の発生・収集・（補集） 顕微鏡

2015/7/26 日曜日 8日目 21 学外 女 9 小学生 19世紀の米国式の機器
ある音が発せられると，炎のみがしんどうするパリ
やフランスのきかい

カメラ 高等中学校に交付された，そくりょうけい

2015/7/26 日曜日 8日目 22 学外 男 43 一般 方位磁針，天体望遠鏡 DUDDELL'S PATENT 方位磁針，天体望遠鏡，水平計 フーコー，回転鏡

2015/7/27 月曜日 9日目 23 学外 女 62 一般 陸上の八分儀 音と音の源を見つけよう。 フーコーの光速測定 結晶を見てみたいです。

2015/7/29 水曜日 10日目 24 学内 男 20 大学生 方位磁針，角度計，測量用具 分銅様の金属が台形の板につけてあるもの
競技トラック状の上面をもつ，測定機械，温度計を
もつ

方位磁針と仰角計，測量用具 小鏡のついた，鉛直方向に回転軸をもった器具 反射角測定器，分光角測定器

2015/7/29 水曜日 10日目 25 学内 女 20 大学生 測量に使う，筒 ガスの炎，音の振動数分析，ハンドル 電流の時間変化観測，反射光 方位磁針，大きい 光の速さ，マッシュルーム Ｆｕｅｓｓ社，結晶の向きしらべる
2015/7/29 水曜日 10日目 26 学外 無記 無記 院生 ホロスコープ メロディーファイヤーメーター 気関車部分，ウィーン！，クラシックモーター 方位計，らしんばん，道先案内人 人生の重み，人生のはかり 流線スケール
2015/7/30 木曜日 11日目 27 学外 男 15 高校生 大きいはぐるま シンバル連なる レンズ 時計，古い 不明 けんび鏡
2015/7/30 木曜日 11日目 28 学内 男 24 院生 角度はかる器械 「マイフェアレディ」の発音，炎 コンパス，角度
2015/7/30 木曜日 11日目 29 学内 女 20 大学生 羅針盤，方位磁石つき望遠鏡 方位磁針つき回転盤 ２筒観察器
2015/7/31 金曜日 12日目 30 学外 女 21 大学生 測量，小さい望遠鏡みたいな 音叉，音 カメラ，フィルムカメラ，カタカタカタ 方位磁針，小さい望遠鏡みたいな フーコー，鏡，反射 測角器，顕微鏡？
2015/7/31 金曜日 12日目 31 学外 女 11 小学生 シンバルたくさん台形 コンパスにレコード ミシンに色々
2015/7/31 金曜日 12日目 32 無記 無記 無記 無記 ぼう遠鏡 ら（羅）針盤
2015/7/31 金曜日 12日目 33 学外 男 18 高校生 トランシット てんびん，はかり，量り 電池 時計，ブーソルエクリメートル
2015/8/1 土曜日 13日目 34 学外 男 11 小学生 望遠鏡 ボイスレコーダー カメラ 方位磁石 けんびきょう ミシン
2015/8/1 土曜日 13日目 35 学外 男 56 一般 観象儀 車輪の輪 試験官一族 宇宙望遠鏡
2015/8/2 日曜日 14日目 36 学外 女 16 高校生 望遠鏡 ドラム
2015/8/2 日曜日 14日目 37 学外 女 53 一般 小さい望遠鏡のようなもの 穴のあいた円柱がたくさん２列に並んでいる 温度計のようなものがついている 方位をみるもの 万力に似ている ねじがたくさんついている
2015/8/2 日曜日 14日目 38 学外 男 52 一般 測量技術 音の影響 投影技術 光の速さ 拡大　観察
2015/8/2 日曜日 14日目 39 学外 男 57 一般 測量 音の視角化 ？ 測量 光速測定、あるいは回転鏡 測角器
2015/8/3 月曜日 15日目 40 学内 男 19 大学生 顕微鏡っぽいの タコ足吸盤 ガチャピン 方位磁針つき映写機
2015/8/3 月曜日 15日目 41 学外 男 16 高校生 望遠鏡 金管楽器つきのオルゴール オルゴールとくみかえパーツ コンパス しゅわわわわ～，て何か出そう。 ピースウォーカー
2015/8/4 火曜日 16日目 42 学外 男 16 高校生 昔の望遠鏡 五円玉いっぱいつくやつ はやぶさ 時計 てんびん 顕微鏡
2015/8/4 火曜日 16日目 43 学外 女 17 高校生 大砲 打楽器 ぱっと見ロボット レコード聞けそう 左右の均等感 UFO
2015/8/4 火曜日 16日目 44 学外 女 17 高校生 望遠鏡 音響分析機　Ｒ・ケーニッヒ オシログラフ　スタンガン 方位磁石 はかり 望遠鏡
2015/8/4 火曜日 16日目 45 学外 女 13 中学生 望遠鏡 ぶんちん 電流を流すもの 方位磁針 光をはかるもの 反射のかくどをはかるもの
2015/8/4 火曜日 16日目 46 学外 女 17 高校生 望遠鏡 音 部品 コンパス けんびきょう 糸
2015/8/4 火曜日 16日目 47 学外 女 16 高校生 ドーナツ
2015/8/4 火曜日 16日目 48 学外 女 16 高校生 丸いのがいっぱい
2015/8/4 火曜日 16日目 49 学外 女 17 高校生 風車　東大 東大　博物館 東大　博物館 東大　博物館 東大　博物館 東大　博物館
2015/8/4 火曜日 16日目 50 学外 女 16 高校生 ぼうえんきょう ＣＤケース 東大　はくぶつかん 方位磁石 実験器具 むずかしいきかい
2015/8/4 火曜日 16日目 51 無記 無記 無記 無記 トランシット 音響分析機 オシログラフ部品 ブーソルエクリメートル フーコーの回転鏡 R.FUESS 水平円盤反射測角機
2015/8/4 火曜日 16日目 52 学外 男 16 高校生 ｎ次元式大砲 電磁誘導で吸い寄せられた鉄片 ウォーリー（ディズニー）の分解後 次世代のタイムマシン タイムマシンの運転部（操縦） 機械の犬　ハートマーク
2015/8/4 火曜日 16日目 53 学外 男 15 高校生 丸い、望遠鏡みたい 丸い穴、大きい、まわせる パーツがたくさん　ペンケース 台、回る ガラスびんと機械 のぞける台
2015/8/4 火曜日 16日目 54 学外 男 15 高校生 水車 メトロノーム パーツ オルゴール 実験器具 ミシン
2015/8/4 火曜日 16日目 55 学外 女 16 高校生 まるいやつ いとまき　音 ふでばこ とけい ろうと けんびきょう
2015/8/4 火曜日 16日目 56 学外 女 17 高校生 望遠鏡 まるいのがついた音のやつ 電流のやつ 方位磁針 光のきかい かっこいいきかい
2015/8/4 火曜日 16日目 57 学外 男 17 高校生 望遠鏡 たくさんの五円玉 修理中の機械 コンパス 化学の実験道具 方向顕微鏡
2015/8/4 火曜日 16日目 58 無記 無記 無記 無記 東大にあるやつ ベル 車の部分
2015/8/4 火曜日 16日目 59 学外 男 15 高校生 たいほう オルゴール 時計 はかり ミシン
2015/8/4 火曜日 16日目 60 学外 男 15 高校生 せんぷうき そろばん プラモデル 腕時計 フラスコ オルゴール
2015/8/4 火曜日 16日目 61 学外 男 16 高校生 くるくるまわるやつ わっか ぶひん 旧・ＣＤプレイヤー てんびん 旧・ＣＤプレイヤー
2015/8/4 火曜日 16日目 62 学外 男 16 高校生 遠近法　５円・５０円専用貯金箱 ドラえもんの部品 時計と思いきや方位磁針 1890年代水の電気分解実験装置つきメトロノーム
2015/8/4 火曜日 16日目 63 学外 女 17 高校生 顕微鏡みたい とけい
2015/8/4 火曜日 16日目 64 学外 男 16 高校生 顕微鏡 音響 写映機 羅針板 メトロノーム 三脚
2015/8/4 火曜日 16日目 65 学外 男 15 高校生 てんたいぼうえんきょう 非常ベル ビデオテープ ipodナノ おもり ミシン
2015/8/4 火曜日 16日目 66 学外 男 16 高校生 望遠鏡 音の実験 ビデオテープ ＣＤプレーヤー メトロノーム おなべ
2015/8/4 火曜日 16日目 67 学外 女 15 高校生 望遠鏡 金色のボビンみたいな物がたくさんついた板 分解された機械の砂時計 羅針板 時計とう(塔)&鏡 三脚&双眼鏡
2015/8/4 火曜日 16日目 68 無記 無記 無記 無記 天空投映望遠鏡 多方反響スピーカー 自家発電オルゴール 方位磁針 片側顕微鏡 水平円盤複数接眼測定器
2015/8/5 水曜日 17日目 69 学外 女 17 高校生 伊能忠敬、以外と大きい カメラのフィルムケース、1つ足りない 羅針盤、望遠鏡、一体化、以外と大きい 音、光 進化系シンバル
2015/8/5 水曜日 17日目 70 学外 男 17 高校生 古代顕微鏡 上糸下糸同時製造機 作りかけの人形 方位磁針 調味料一式
2015/8/5 水曜日 17日目 71 学外 女 17 高校生 天体顕微鏡 スピーカー クロノメーター
2015/8/5 水曜日 17日目 72 学外 男 16 高校生 昔の望遠鏡 ボビン群 宇宙のエネルギーを感じるもの タイヤ付きApple Watch ケミカルなジュークボックス 祭壇
2015/8/5 水曜日 17日目 73 学外 女 16 高校生 小さい 円盤、炎 カメラ 時計のようなもの、レコードのようなもの フーコー、鏡 円盤、観測
2015/8/5 水曜日 17日目 74 学外 男 17 高校生 ぼうえんきょう お団子
2015/8/5 水曜日 17日目 75 学外 女 16 高校生 沢山のドーナツ 思い出を残すもの フーコー
2015/8/5 水曜日 17日目 76 学外 男 40 一般 角度測り レコード 双眼鏡 コンパス ふり子 けん微鏡
2015/8/5 水曜日 17日目 77 学外 女 16 高校生 思い出を残すもの フーコー Ｆｕｅｓｓ社製品
2015/8/5 水曜日 17日目 78 学外 女 16 高校生 ぶんどう
2015/8/5 水曜日 17日目 79 学外 男 17 高校生 北極星探せそう スピーカー ？ ラシンバン フーコーの図で 測角器
2015/8/5 水曜日 17日目 80 学外 女 16 高校生 昔のもの　顕微鏡 シンバルいっぱい おもちゃ ＤＶＤプレイヤー 化学のやつ おもちゃ
2015/8/5 水曜日 17日目 81 無記 無記 無記 無記 測量 音 箱 方位 フーコーの実験 箱
2015/8/5 水曜日 17日目 82 無記 無記 無記 無記 星の高度計 桁計算器 何か発想も思い浮かばない！ 精密方位計 ライデン瓶 偏光器
2015/8/5 水曜日 17日目 83 学外 女 16 高校生 測量　方位磁針　アメリカ式 今でいうチューナーみたいなもの？ 電流計 天体　方位磁針　ドイツ式　測量 科学っぽい音さ 双眼鏡
2015/8/5 水曜日 17日目 84 学外 女 16 高校生 風車　望遠鏡 糸まき 箱！ 方位磁針　測量 音さ 双眼鏡　ウォーリーに似てる
2015/8/5 水曜日 17日目 85 学外 女 16 高校生 方位磁針、天体　望遠鏡 蓄音機みたいな感じ 箱 天体・方位磁針 科学 双眼鏡　ウォーリーみたい
2015/8/5 水曜日 17日目 86 学外 男 17 高校生 トランジット 金属管　木片 レンズ　金属器具 メートル測量器 回転鏡 円板、筒
2015/8/5 水曜日 17日目 87 学外 男 15 高校生 音量 方角 風力
2015/8/5 水曜日 17日目 88 無記 無記 無記 無記 小さな望遠鏡 ベルリラ　ゴング 方位磁針　望遠鏡付き方位磁石
2015/8/5 水曜日 17日目 89 学内 男 19 大学生
2015/8/5 水曜日 17日目 90 学内 女 大学生 小型の天体望遠鏡？ 音を測定？ボビンの様な物とハンドルの付いた何 双眼の顕微鏡の様な・・・ 片側に車輪の付いたコンパス 液体を分析するもの？ 三脚の顕微鏡？
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2015/8/6 木曜日 18日目 91 無記 無記 無記 無記 車輪眼鏡 回転と拡大する円 T字の電流関係の機会 方位磁針　with　遠眼鏡
2015/8/7 金曜日 19日目 92 学外 男 26 一般 下からのぞく的なコンパス 色んなサイズのCDが入るプレーヤー 地面を固定するやつ　ジャッキ？ 古いコンパス くるくるまわしてみながら見るやつ すーごい顕微鏡
2015/8/7 金曜日 19日目 93 無記 無記 無記 無記 音の視覚化、音をみる 光で角度を測る

2015/8/8 土曜日 20日目 94 学外 女 23 一般 方角と水平をはかる道具　ラニプサイズ 打楽器みたい。縦長。ハンドルがついている。 電流をはかるセット 方角と水平をはかる道具　方位がみやすい。
現代の回転鏡よりも小型で、茶色でレトロなかん
じ。台がXになってる（現代のはV）

金色の台の上にあるものを横から観察する

2015/8/8 土曜日 20日目 95 学外 男 36 一般 測量、望遠鏡 楽器、音響、踊る炎 電流計 方位磁針、水平出し 回転鏡、光の速さ、回転ミラー 円盤、ぐるぐる
2015/8/9 日曜日 21日目 96 学外 男 8 小学生 はかっりみたいだった。 ちょっとゾウがないたようなをとがする。 きかいみたい。 かいぞくせんにあるとをもうよ。 ジュネーブて作った人の名前かな つくった人は、すごいとぼくは、をもている
2015/8/10 月曜日 22日目 97 学外 女 17 高校生 小さい望遠鏡 木、金属、布 大きい方位磁針 けんびきょうみたい
2015/8/12 水曜日 23日目 98 学内 女 20 大学生 望遠鏡のよう　方位磁針 金属の筒たくさん　回転木柱 双眼顕微鏡 ふたつき方位磁針　水平　レンズ 気体生成×２ 古い顕微鏡
2015/8/13 木曜日 24日目 99 学外 男 18 高校生 望遠鏡・歴史 バナー・音 オシロスコープ 測量器・種類 実験器具種類 MAV・初代
2015/8/13 木曜日 24日目 100 無記 無記 無記 無記 昔の道具 昔の道具 古い部品 昔のコンパス 昔の実験器具 昔の実験器具
2015/8/13 木曜日 24日目 101 学外 女 52 一般 コンパス台付測量機 炎共鳴発見器 光速測定機　フーコー　レバー付回転鏡
2015/8/13 木曜日 24日目 102 学内 女 23 一般 測量計　スコープ付き 丸筒がたくさん パーツがいろいろあるカメラ　分解式　合体 大きな方位磁針　円盤と方位磁針と筒 エッフェル塔の形 双眼の測定器　猫足
2015/8/16 日曜日 27日目 103 学外 男 10 小学生 シーソー君と丸いボール 実はドローンが入っているシンバルのようなケー 医学に使う人工心肺の１番古い物 ちょうデカイルーペ 子供の遊び道具 馬の形の機械
2015/8/17 月曜日 28日目 104 学外 男 45 一般 測量器→当たった！　水準器 ギアのサンプル　巨大音さ　音さ オシロ、検針器 時計？　高さ測定 回転鏡？フーコー、スチーム、回転数 日射角　反射角測定
2015/8/17 月曜日 28日目 105 学外 男 6 幼稚園 スラッシュ タンバリン ラクロ バクロ ダランワ ダブルミスター
2015/8/17 月曜日 28日目 106 学外 男 21 大学生 昔の計るもの 音と炎 そうがんきょう 大きな方位じしゃくと遠くを見るもの 回転、フーコー 反射機
2015/8/17 月曜日 28日目 107 学外 男 30 一般 計測　距離 音　分析　炎 波長　検出 方位磁石 フーコー 結晶　角度
2015/8/17 月曜日 28日目 108 学外 女 48 一般 方位　水平　望遠鏡 波長　共鳴　炎 鏡　光の波　変化　電気の波 方位　水平　円ばん　長さ フーコー　波動　回転 面角　結晶
2015/8/17 月曜日 28日目 109 学外 女 22 大学生 水平　計測きき 共鳴　炎　振動 光　反射　電流 方位　水平　キョリ フーコー　回転 角度測定　結晶
2015/8/17 月曜日 28日目 110 無記 無記 無記 無記 距離、測定 音響、音叉、測定 音波、測定 角度、測定、方位 フーコー、光速度、測定 結晶、測定、結晶面
2015/8/19 水曜日 29日目 111 学外 女 無記 一般 ぼうえんきょう 黄金の糸まき ロボット 水平 ねじ ツインズ

2015/8/21 金曜日 31日目 112 学外 男 42 一般 地図用けんびきょう 円盤ものさし
冗談ぬきでこのオシロ関係よくできてますね。緊張
感がはしりました。

荷車方位じしゃく ワイングラスとけんびきょう らくだのけんびきょう

2015/8/22 土曜日 32日目 113 無記 無記 無記 無記 土地を計るもの 音が目に見えるようにするもの 油を使う、電流を観測する
2015/8/22 土曜日 32日目 114 学外 女 16 高校生 測量器 音が見えるフシギな機械 電流時間変化測定器 方位磁針に似た何か。

2015/8/23 日曜日 33日目 115 学外 男 18 大学生 多数の円盤に支えられた望遠鏡のような物
下から上へ連なる金属製の丸型と回転レバー付
きの回るキットのセット

怪しいロボと愉快な道具たち 回る物 “城” メカ馬

2015/8/23 日曜日 33日目 116 学内 女 19 大学生 望遠鏡 シンバル多い コンパスと回転 顕微鏡？
2015/8/24 月曜日 34日目 117 学外 女 16 高校生 吸盤付きメトロノーム
2015/8/24 月曜日 34日目 118 無記 無記 無記 無記 測角器
2015/8/28 金曜日 37日目 119 学内 女 29 一般 望遠鏡　円形　スタンド付き　水平器　水準器 印字をそのまま検索 方位磁針　回転台？　水準器　望遠鏡 レバー　レンズ
2015/8/30 日曜日 39日目 120 学外 男 51 一般 水準器　測定器　高級レンズ ディスク 製図キット 水準器
2015/8/30 日曜日 39日目 121 学外 男 17 高校生 大砲 歯車　測定 ？？？ 羅針盤 スコープ
2015/9/3 木曜日 42日目 122 学外 男 53 一般 測量　明治　機器 測量器　おもり コンパス 真空ポンプ
2015/9/3 木曜日 42日目 123 学内 女 19 大学生 望遠鏡　古い 筒　たくさん　大小の筒　手回し 黒い　ごつい　カメラの部品らしい 大きい方位磁針　木の枠 フーコー　回転　光の速度 円盤　レンズ　三脚
2015/9/4 金曜日 43日目 124 学外 女 46 一般 測量機　２段 大きさの異なる円柱　使用方法 カメラ様　バラバラ 方位　平型
2015/9/4 金曜日 43日目 125 学内 女 20 大学生 望遠鏡　金属製 回転 方位磁石　望遠鏡　木製 顕微鏡

2015/9/5 土曜日 44日目 126 学内 男 18 大学生
"Sector"-英語名　コランブスとか16－18せい紀に
どこにいるか知りたい時、使う道具

メトルノーム メタル（金ぞく）スタンピングきかい ワインド式時計 重り量り テーブル式けんびきょう

2015/9/5 土曜日 44日目 127 学外 女 21 大学生 トランシット　大砲みたい　用途 レコードのような ブーソルエクリメートル　０の理由
2015/9/6 日曜日 45日目 128 学内 男 20 大学生 らしんばん 音を炎で表現 カメラの部品 クリノメーター 光速度　測定器 測角器
2015/9/6 日曜日 45日目 129 学外 女 48 一般 水車 五円玉　銭形平次 貯金箱 時計 計り ミシン
2015/9/7 月曜日 46日目 130 学内 男 22 大学生 トランシット 音響分析機 オシログラフ ブーソルエクリメートル フーコーの回転鏡 R.Fuess水平円盤反射測角器
2015/9/7 月曜日 46日目 131 無記 無記 無記 無記 望遠鏡　回転望遠鏡 フーコー　光速度計 方位磁石　望遠鏡
2015/9/12 土曜日 50日目 132 無記 無記 無記 無記 ぼうえんきょう かちやかちや けんびきょう おんがく ロボット うま
2015/9/14 月曜日 52日目 133 学外 女 26 大学院生 みそ汁製造機 トイレットペーパー掛け ミジンコ 羅針盤 メトロノーム ミシン
2015/9/14 月曜日 52日目 134 学内 男 21 大学生 昔の望遠鏡、細かい調整装置、望遠鏡 大量の分銅、昔のてんびん? てんびん？ 方位磁針つき望遠鏡 空気を送り込む機器、化学 昔の顕微鏡？
2015/9/16 水曜日 53日目 135 学外 女 21 大学生 望遠
2015/9/18 金曜日 55日目 136 学外 女 15 高校生 変な望遠鏡 なぞの機械 分解できる昔の機械 コンパス 手動式けんびきょう CDレコーダー
2015/9/18 金曜日 55日目 137 学外 女 15 高校生 ビデオカメラ、大砲 昔のオルゴール、お金（五円玉） 顕微鏡 コンパス　昔の 理科の実験道具　大正 昔のミシン
2015/9/18 金曜日 55日目 138 学外 女 18 高校生 ぼうえんきょう、ガリレオ おんさ、かがみ ほういじしん あつりょくき
2015/9/18 金曜日 55日目 139 学外 女 17 高校生 顕微鏡 オルゴール メダルを作る機械 方位磁針 メトロノーム 計測器
2015/9/18 金曜日 55日目 140 学外 女 16 高校生 顕微鏡 オルゴール 部品 コンパス 蒸留器 計測器
2015/9/18 金曜日 55日目 141 学外 男 59 大学生、一般角度、高度 音、振動 ～～～ 地球上の位置 光の速度 水平角
2015/9/18 金曜日 55日目 142 学外 女 16 高校生 望遠鏡、手回し車、黒い足のついたぐるぐる すりおろし機具に金のまるがついたもの とけい、方位磁石 チューリップ型フラスコつきふりこどけい
2015/9/19 土曜日 56日目 143 無記 無記 無記 無記 測量 ？ 羅針盤
2015/9/19 土曜日 56日目 144 無記 無記 無記 無記 量測儀 共振儀 羅盤
2015/9/19 土曜日 56日目 145 学内 女 20 大学生 測量、明治、フランス製 コンパス
2015/9/19 土曜日 56日目 146 学外 女 15 高校生 小さい大砲 ベル オルゴール 方位磁石 理科の実験で使いそうなもの けんびきょう
2015/9/19 土曜日 56日目 147 学外 女 14 中学生 ぼうえんきょう お金収集機 バンシル 実験道具 遠心力
2015/9/19 土曜日 56日目 148 学外 女 16 高校生 けんび鏡 シンバル ふで箱 コンパス ガラス 三脚
2015/9/19 土曜日 56日目 149 無記 無記 無記 無記 望遠鏡、中国っぽい 糸のコマの整理棚 ？ 方位磁石に望遠鏡がついてるもの 蒸留する装置 測量計
2015/9/19 土曜日 56日目 150 学外 女 52 大学生 測量、望遠鏡 音の分析、踊る炎 カメラ、オシロ 磁石、方位磁針、方向、天測 光速の測定、フーコー 結晶、反射光測定、偏光
2015/9/19 土曜日 56日目 151 学外 男 49 一般 遠メガネ 分銅のならび 時計じかけ はかり

2015/9/20 日曜日 57日目 152 学外 男 11 小学生
トランシット、ブーソルエクリメートルとにているよう
な・・・

音響分析機、でかい！
オシログラフ部品、オシログラフ用ヴァイブレー
ター

ブーソルエクリメートル、使ってみたい

2015/9/20 日曜日 57日目 153 学外 女 15 中学生 望遠鏡と台？ 真ん中に穴の開いた円筒がたくさん、回る角材 コンパス、台付き、円ばん 実験道具（あやしい） ３本足
2015/9/21 月曜日 58日目 154 学外 女 30 一般 らしんばん、ぼうえんきょう 音、振動、可視化 画像検索するしかない らしんばん、方位磁針 回転、機械、計測 けんびきょう、多角
2015/9/21 月曜日 58日目 155 学内 男 18 大学生 測定、古い、標高、方角、地球儀、望遠鏡 高い、大きい、でっぱりがたくさん 昔の実験道具、19～20世紀 方角、測定、古い 昔の実験道具、19～20世紀 昔の実験道具、19～20世紀
2015/9/21 月曜日 58日目 156 学内 男 18 大学生 大砲 眼鏡、スターウォーズ、音質の良いスピーカー チェス 時計、方位磁針 教会の鐘 カニ
2015/9/21 月曜日 58日目 157 学外 男 28 一般 顕微鏡、古 コイル、複数 ①と同じ コンパス、大型 実験器具、薬品 ①と同じ
2015/9/22 火曜日 59日目 158 学外 男 15 高校生 測量、筒 音、踊る炎 電線、温度計、磁石 方位指針、水平、測量 回転、鏡
2015/9/22 火曜日 59日目 159 無記 無記 無記 無記 観測 Disk ？ ？
2015/9/22 火曜日 59日目 160 学外 無記 25 一般 測る、のぞく、角度 共鳴、炎、ハンドル、視覚化、音、大きい 電流、温度計、反射光 方位磁石、大きい、のぞく
2015/9/22 火曜日 59日目 161 学外 男 55 一般 古い望遠鏡 手回し音出し筒 円型測量計 上記で鏡を回転させる機械 回い回転器
2015/9/22 火曜日 59日目 162 無記 無記 無記 無記 方位磁石 糸くり機 方位盤磐 光？
2015/9/22 火曜日 59日目 163 学内 男 19 大学生 測量器、望遠鏡形 音の測定、ドラム複数、ハンドル 台 コンパス、水準儀、望遠鏡つき 回転鏡、蒸気回転 R.Fuess　Berlin Stoglitz　測定器

2015/9/22 火曜日 59日目 165 学外 男 17 高校生 羅針盤の上に望遠鏡 あいうえおんがく、測定機
大人の喜ぶ機能付、オシログラフ（ヴヴヴヴヴヴ
ヴ）

ブーソルエクリメートル
豚曲柄栗米

２．９４ｘ１０の６乗km/s　フーコー 四円、測角器

2015/9/23 水曜日 60日目 166 学外 無記 53 一般 測量機　トランシット 実体顕微鏡 トランシット、測量器
2015/9/23 水曜日 60日目 167 学外 男 32 大学生 黒いちんこと丸 耳鼻科の頭につける奴（沢山） 細かい奴とメダル 妖怪ウォッチ M字開脚 立ちバック
2015/9/23 水曜日 60日目 168 学外 男 54 一般 天傾器 手動計測器 コンパス 方位測距器 圧力計 写真器
2015/9/23 水曜日 60日目 169 学外 男 70 一般 測量、トランシット 音響、環の行列 電気、測定、オシログラフ 測量、方位 光学、フーコー 地質、測角器
2015/9/23 水曜日 60日目 170 学外 女 26 一般 黒い望遠鏡 回すやつ ６点セット 円盤つきの時計 気体を扱いそうな 近づいて見るやつ
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