
第９７回外語祭拾得物リスト(追加分） 処分日：2020年２月29日

№ 拾得日 品名 拾得場所 特徴 備考

追加分1 不明 大さじ 講義棟入り口

追加分2 不明 おたま 屋外簡易水道

追加分3 不明 おたま 不明

追加分4 不明 おたま 不明

追加分5 不明 折り畳み傘 円形食堂 黒、ケースなし

追加分6 不明 温度計 屋外簡易水道

追加分7 不明 金網 屋外簡易水道

追加分8 不明 計量カップ 屋外簡易水道

追加分9 不明 菜箸 屋外簡易水道

追加分10 不明 タオル 不明 ピンク色

追加分11 不明 パフェスプーン 不明

追加分12 不明 フライパン 屋外簡易水道

追加分13 不明 包丁*2、砥石 109 ポーランド語科の仕込み机

追加分14 不明 包丁、木べら、まな板*2 不明

追加分15 不明 まな板 不明

追加分16 不明 まな板 屋外簡易水道

追加分17 不明 ライター 不明

追加分18 11月25日 プラスチック製かご*4 円形食堂

以上18点

作成者：外語祭実行委員会（一部学生課加筆）

学生課への拾得物の提出が遅れたため今回追加掲載とさせていただきます。ご迷惑おかけいたしまして申し訳ございません。



第９７回外語祭拾得物リスト 処分日：2020年２月29日

№ 拾得日 品名 拾得場所 特徴 備考

1 11月20日 有線イヤホン(Iphone) 模擬店通り前

2 11月20日 除菌ウエットティッシュ(新品） 円形回廊2F ベンガル語科料理店上

3 11月20日 ピンクのハンカチ 円形ICそば

4 11月20日 ワイヤレスイヤホン 多磨アルパステント近く

5 11月20日 レンズカバー(Canon) ペルシア料理店前

6 11月20日 バンダナ(赤地のエスニック柄) カンボジア料理店前

7 11月20日 筆箱(ペンケース) 多磨駅側たふもにゅ前

8 11月20日 はさみ ドイツ料理店前

9 11月20日 赤い無地の布 円形ICと講義棟の下(？)

10 11月20日 はさみ 外語会テント裏

11 11月20日 バンダナ 不明

12 11月20日 バンダナ ベトナム、ドイツ料理店前

13 11月20日 イヤリング 野外ステージ前

14 11月20日 お守り アゴラ前

15  11月20日  ワイヤレスイヤホン  野外ステージ横 引き渡し済

16 11月20日 鍵 ESS、サッカー部模擬店の間

17 11月20日 鍵 円形ゴミステ前

18  11月20日  学生証  中国料理店前 引き渡し済

・傘は多数あるため、リストには掲載されておりません。直接学生課ショーケース横にある傘立てをご参照ください。

・鍵、アクセサリー、ワイヤレスイヤホン、眼鏡、CD、モバイルバッテリーは学生課内にて保管中です。直接学生課までお越しください。

作成者：外語祭実行委員会（一部学生課加筆）



№ 拾得日 品名 拾得場所 特徴 備考

19 11月20日 黒いバッグに入ったビニール袋 円形食堂1F 女子トイレ

20 11月21日 ハンカチ ペルシア料理店近く

21 11月21日 ヘアゴム ペルシア料理店近く

22 11月21日 ハンカチ 円形IC

23 11月21日 マスク(快適ガード) 円形裏食堂

24  11月21日  パスモ  国際日本料理店前 多磨駅へ持参済

25 11月21日 デジタル時計 円形IC横のゴミ捨て付近

26  11月21日  カード10枚  ゴミロード付近 ご本人様へ連絡済

27 11月21日 サングラス ポーランド料理店前

28 11月21日 ボールペン 模擬店通り

29 11月21日 手提げ（深緑色） 110付近男性トイレ個室

30 11月21日 タオル 円形広場

31 11月21日 USBコードタイプCのアダプタ付き 中央アジア料理店前

32  11月21日  マフラー  101教室前 引き渡し済

33 11月21日 ハンカチ（水色ベース） 円形IC

34 11月21日 スカーフ（黒色ベース） 中国・ペルシア料理店近く

35 11月22日 茶色いバンダナ 多磨駅側たふもにゅ付近

36 11月22日 傘（紫の地色に黒い花の模様） 森の道

37 11月22日 黒いワイヤレスイヤホン ロシア語科料理店前

38 11月22日 水色エコバッグ ガレリア

39  11月22日  通帳  ATM内 ご本人様へ連絡済

40 11月22日 赤い鍵 タイ語科料理店テーブル

41 11月22日 国旗バッジ（スペイン） 円形IC前

42  11月22日  学生証  アフリカ料理店前 ご本人様へ連絡済



№ 拾得日 品名 拾得場所 特徴 備考

43 11月22日 折りたたみ傘の袋 不明

44 11月22日 鍵（ミッキー型のストラップ付き） 教員寮の前

45  11月23日  学生証  どちらかのアルパステント近く ご本人様へ連絡済

46 11月23日 鍵（３つ） 円形食堂入り口

47  11月23日  イヤホン（ピンク）  ガレリア内 引き渡し済

48 11月23日 イヤリング（金と赤連なってる） ドイツベトナム料理店の間

49 11月23日 めがね（黒縁） アゴラ前駐輪場

50 11月23日 傘（緑） ガレリア内？

51 11月24日 赤イヤホン 外大横の道路

52 11月24日 スマホ（ピンクのiPhone）イヤホン付き スペイン舞踊の控え室

53 11月24日 傘（ベージュと白の水玉） 講義棟２階

54 11月24日 折りたたみ傘（白地に黒の★） 円形ゴミ捨て付近

55 11月24日 小型船舶操縦免許証 円形アルパステント

56 不明 エコバッグ（白）

57 不明 エプロン青と白のチェック

58 不明 エコバッグ（青）

59 不明 紙袋

60 不明
バンダナとエコバッグ（黒いビニール

袋）

61 不明 エプロン（こげ茶）

62 不明 ピンクのハンカチ

63 不明 SUICA

64 不明 エプロン（デニム）

65 不明 なべぶた 109教室



№ 拾得日 品名 拾得場所 特徴 備考

66  不明  保険証 引き渡し済

67 不明 日本ゲームカード 模擬店ラグビー部辺り

68 不明 ピンクのハンカチ(ミッキー）

69 不明 iPhoneのピンクのイヤホン

70 不明 MIWAの鍵

71 不明 airpods

72  不明  ピアス（赤と金） 引き渡し済

73 不明 鍵(赤い頭)

語劇局1 11月20日 衣装 ホール舞台袖 トランプ柄

語劇局2 11月20日 手袋(片手) 茶色、ボーダー

語劇局3 11月20日 ハンカチ ピンクの花柄

語劇局4 11月20日 イヤホン 黒

語劇局5 11月21日 くし ピンク、折りたたみ

語劇局6 11月21日 くし ピンク

語劇局7 11月21日 バッグ TUFSの文字入り

語劇局8 11月21日 帽子 茶色、ジグザグ柄

語劇局9 11月20日 スマホケースと方位磁針

語劇局10 11月21日 シャツ 大集会室 紫色

語劇局11 11月21日 Tシャツ 大集会室 白色

 語劇局12  11月21日  パーカー  プロジェクトスペース  黒色、ユニクロ 引き渡し済

語劇局13 11月21日 マフラー 黒色

語劇局14 11月23日 ベルトの金具 茶色、金のバックル

語劇局15 11月23日 ボールペン 黒、0.4mm、SARASA

語劇局16 11月23日 折りたたみ傘 控室 赤、星柄



№ 拾得日 品名 拾得場所 特徴 備考

語劇局17 11月23日 コサージュ 黄色の花

語劇局18 11月23日 ピン 花つき

語劇局19 11月23日 ピン

語劇局20 11月24日 コップ プラスチック製、透明

語劇局21 11月24日 小道具 小銭2枚

語劇局22 11月24日 タオル 2枚、花柄とチェック柄

語劇局23 11月24日 ヘアスプレー 楽屋通用口 ケープ

語劇局24 11月24日 芳香剤 舞台下手 スプレー

語劇局25 11月24日 小道具 シャラシャラ鳴る

語劇局26 11月24日 蛍光ペン 無印良品、オレンジ

語劇局27 11月24日 針金 緑

語劇局28 11月24日 ベルト 舞台上手 紐のようなもの、白

語劇局29 11月24日 紐 白

語劇局30 11月24日 車輪 2つ

語劇局31 11月24日 小道具 紫の塊、粘土、2つ

語劇局32 11月24日 折りたたみ傘 カーキ

語劇局33 11月19日 Tシャツ カスタリア ボルドー、OBEYというロゴ

語劇局34 不明 マフラー グレー、チェック

語劇局35 不明 折りたたみ傘の袋 黒

語劇局36 不明 ポケッタブルバッグ ホール下手 ピンク、小さい状態

語劇局37 不明 折りたたみ傘 水色

語劇局38 不明 ハンカチ ピンク、Minnie Mouseのロゴ

語劇局39 不明 タオル マリナーズの選手の名前入り

語劇局40 不明 イヤホン グレー



№ 拾得日 品名 拾得場所 特徴 備考

語劇局41 不明 手袋 茶色、筒状

語劇局42 不明 ピストルのおもちゃ プラスチック製

語劇局43 不明 ペンチ 赤色

語劇局44 不明 ツタヤのCD 4枚CDとDVD入ってる

語劇局45 不明 イヤホン 黒、ワイヤレス

語劇局46 不明 充電器 iPhone、コードとプラグセット

語劇局47 不明 ハンガー 黒

語劇局48 不明 ｙ 黒の充電器とピンクのコードセット

語劇局49 不明 ファイル プリント数枚入り

語劇局50 不明 ワイヤレスイヤホン 黒

語劇局51 不明 ハンカチ クリスマス柄

語劇局52 不明 ボールペン 黒ボディ、3色

語劇局53 不明 マッキー 極細、黒

語劇局54 不明 リップ キャンメイク、花柄

語劇局55 不明 リップ リンメル、赤、グロス

語劇局56 不明 リップ メンソレータム

語劇局57 不明 目薬 ソフトサンティア

語劇局58 不明 充電器のプラグ iPhoneのもの

以上131点


