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（６）学用品について 

【小学部１年】◆駐在期間等を考慮して、ＨＰで上の学年の持ち物も確認してください。 

各教科のノート 
国語 漢字練習帳 算数 その他 

入学当初に縦８マス一冊

を使用、以降は縦１２マ

スを使用します。 

５０字 

入学当初に横１２マス×縦

７マス＊１ページに８４字書

けるものを一冊使用、以降

は縦１７マスを使用します。 

自由帳、 

連絡帳 

（Ｂ５版 罫線タイプ） 
＊年度初めに、学校の規格ノートを各１冊ずつ無料で配布します。 

（学習スタート時のノート指導のため。） 

※規格に合うものが御購入不可能な場合には、できるだけ近い規格のものを御用意ください。 

【青島日本人学校 規格ノート】 
次の規格のノートは、本校で販売しております。御利用ください。（１冊６元） 

 国語（縦８マス、縦１２マス）、漢字練習帳５０字、算数、連絡帳 
【青島日本人学校 体操服】 

半袖上 50 元、ﾊｰﾌﾊﾟﾝﾂ 50 元、長袖上 100 元、長袖下 100 元  

（サイズは 100、110、120、130、140、150、SS、S、M、L、LL、3L、4L、5L があります。） 

新入学用品 

音楽 鍵盤ハーモニカ（３２鍵） 

図工 
絵の具（１２色）・水彩絵の具一式（筆洗いバケツはビニール製不可、梅皿パレット不可） 

油粘土、粘土ベラ、粘土板（裏面がカッターマットになっているもの） 
クレパス（クレヨン）１２色以上 

体育 

本校指定の体操着があります。本校にてサイズを確認した上で、注文します。配布までに２週間

程度かかりますので、体育等では、Ｔシャツ・トレーナー、ハーフパンツなどの運動しやすい服

装を用意してください。（※手持ちのもので可） 
体操着を入れる袋  
運動靴 ※室内での運動は、上履きで行います。 
赤白帽子 ＊中国では手に入りません。 
水泳用具（水着、帽子、ゴーグル）水着は黒・紺を基調にしたもの。 
とび縄 

道具箱 
道具袋 

道具箱（学用品を入れて、机の中に収納するためのもの） 
※机の中のサイズ（高さ７ｃｍ 幅４７ｃｍ 奥行き３３ｃｍ） 
はさみ（子ども用の小さなもの）、のり 
セロハンテープ（カット部分がついているもの）、色鉛筆（１２色以上）全芯タイプも可 
折り紙、木工ボンド 

その他 

ランドセル（学習の用具を入れる背負えるカバン） 
筆箱、筆記用具（２Ｂ、４Ｂ、赤鉛筆、青鉛筆、消しゴム、下敷き、筆箱に入るサイズの定規） 

名前書き用油性ペン（極細・細） 
連絡袋（クリアケースも可）＊Ａ４サイズが入るもの 
水筒、歯ブラシ、コップ 
ハンカチ、ポケットティッシュ 
上履き（室内用運動靴と兼用）・上履きを入れる袋 
雑巾、子供用軍手、レジャーシート 

※ 学用品や持ち物など、全てに “ひらがな”で名前をつけてください。 
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【小学部２年】◆駐在期間等を考慮して、上の学年の持ち物も確認してください。 

各教科のノート（下記の規格のもので、現在御使用中のものがあれば継続して御使用ください。） 
国語 漢字練習帳 算数 その他 

縦１２マス ８４字 横１２マス×縦１７マス 自由帳、連絡帳 

※規格に合うものが御購入不可能な場合には、できるだけ近い規格のものを御用意ください。 

【青島日本人学校 規格ノート】 
次の規格のノートは、本校で販売しております。御利用ください。（1 冊６元） 
国語（縦１２マス）、漢字練習帳８４字、算数、連絡帳 

【青島日本人学校 体操服】 
半袖上 50 元、ﾊｰﾌﾊﾟﾝﾂ 50 元、長袖上 100 元、長袖下 100 元  

（サイズは 100、110、120、130、140、150、SS、S、M、L、LL、3L、4L、5L があります。） 

 

その他の学用品（下記内容のもので、現在御使用中のものがあれば継続して御使用ください。） 
音楽 鍵盤ハーモニカ（３２鍵） 

図工 

絵の具（１２色）・水彩絵の具一式（筆洗いバケツはビニール製不可、梅皿パレット不可） 

油粘土、粘土ベラ、粘土板（裏面がカッターマットになっているもの）、カッターナイフ 

クレパス（クレヨン）１２色以上 

体育 

体操着は、本校指定の体操着があります。本校にてサイズを確認した上で、注文をしますが、配

布までに２週間程度かかりますので、Ｔシャツ・トレーナー、ハーフパンツなどの運動のできる

服装を用意してください。（※現在の学校で使用しているもので可） 

体操着を入れる袋 

運動靴 ※室内での運動は、上履きで行います。 

赤白帽子 ＊中国-では手に入りません。 

水泳用具（水着、帽子、ゴーグル）水着は黒・紺を基調にしたもの。 

とび縄 

道具箱

道具袋 

道具箱（学用品を入れて、机の中に収納するためのもの） 

※机の中のサイズ（高さ７ｃｍ 幅４７ｃｍ 奥行き３３ｃｍ） 

はさみ（子ども用の小さなもの） 

のり 

セロハンテープ 

色鉛筆（１２色以上） 

折り紙、木工ボンド 

その他 

ランドセル（学習の用具を入れる背負えるカバン） 

筆箱、筆記用具（２Ｂ、４Ｂ、赤鉛筆、青鉛筆、消しゴム、下敷き、筆箱に入るサイズの定規） 

名前書き用油性ペン（極細・細）、硬筆用水性サインペン（黒） 

竹製３０ｃｍものさし 

連絡袋（クリアケースも可） 

水筒、歯ブラシ、コップ 

ハンカチ、ポケットティッシュ 

上履き（室内用運動靴と兼用）・上履きを入れる袋 

雑巾、子供用軍手、レジャーシート 
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【小学部３・４年】◆駐在期間等を考慮して、上の学年の持ち物も確認してください。 

各教科のノート（下記の規格のもので、現在御使用中のものがあれば継続して御使用ください。） 
国語 漢字練習帳 算数・理科・社会 その他 

縦罫１２行 
（３年生）  ８４字 

（４年生） １２０字 
５㎜方眼 連絡帳 

※規格に合うものが御購入不可能な場合には、できるだけ近い規格のものを御用意ください。 

【青島日本人学校 規格ノート】 
次の規格のノートは、本校で販売しております。御利用ください。（1 冊６元） 
国語（縦罫１２行）、算数・理科・社会対応の５㎜方眼、漢字練習帳（８４字、１２０字）、連絡帳 

【青島日本人学校 体操服】 
半袖上 50 元、ﾊｰﾌﾊﾟﾝﾂ 50 元、長袖上 100 元、長袖下 100 元  

（サイズは 100、110、120、130、140、150、SS、S、M、L、LL、3L、4L、5L があります。） 

 

その他の学用品（下記内容のもので、現在御使用中のものがあれば継続して御使用ください。） 

国語 
小学国語辞典（３年生より）、小学漢字辞典（４年生より）、硬筆用水性サインペン（黒） 

習字セット（大筆・小筆・硯・下敷き・文鎮・墨汁・半紙） 

算数 定規セット（三角定規・コンパス・分度器） 

音楽 
ジャーマン式ソプラノリコーダー（中国製のものは音が出づらいため、日本製をお勧めします） 

鍵盤ハーモニカ（３２鍵） 

図工 

水彩絵の具用具一式・絵の具（１２色以上：よく使う色は複数本用意するといいです） 

粘土（油）・粘土板（裏面がカッターマットになっているもの）・粘土べら 

彫刻刀セット（４年生より）・カッターナイフ、クレパス（クレヨン）１２色以上 

体育 

体操着は、本校指定の体操着があります。本校にてサイズを確認した上で、注文をしますが、配

布までに２週間程度かかりますので、Ｔシャツ・トレーナー、ハーフパンツなどの運動のできる

服装を用意してください。（※現在の学校で使用しているもので可） 

体操着を入れる袋 

運動靴（紐靴が望ましい）※室内での運動は、上履きで行います。 

赤白帽子 ＊青島では手に入りません。 

水泳用具（水着、帽子、ゴーグル）水着は黒・紺を基調にしたもの。 

とび縄 

道具箱 

道具袋 

道具箱（学用品を入れて、机の中に収納するためのもの） 

※机の中のサイズ（高さ７ｃｍ 幅４７ｃｍ 奥行き３３ｃｍ） 

はさみ、のり、色鉛筆（１２色以上、全芯タイプも可） 

セロハンテープ（カット部分がついているもの）、折り紙、木工用ボンド 

その他 

ランドセル（学習の用具を入れる背負えるカバン） 

筆箱、筆記用具（Ｂ、２Ｂ、赤鉛筆、青鉛筆、消しゴム、下敷き、筆箱に入るサイズの定規）  

名前書き用油性ペン（極細・細） 

連絡袋（クリアケースも可） 

水筒、歯ブラシ、コップ 

ハンカチ、ポケットティッシュ 

上履き（室内用運動靴と兼用）・上履きを入れる袋 

雑巾、子供用軍手、レジャーシート 
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【小学部５・６年】◆駐在期間等を考慮して、上の学年の持ち物も確認してください。 

各教科のノート（下記の規格のもので、現在御使用中のものがあれば継続して御使用ください。） 
国語 漢字練習帳 算数・理科・社会 外国語 その他 

縦罫１５行 １２０字 ５㎜方眼 
４線ノート 

１３段か１５段 
連絡帳 

※規格に合うものが御購入不可能な場合には、できるだけ近い規格のものを御用意ください。 

【青島日本人学校 規格ノート】 

次の規格のノートは、本校で販売しております。御利用ください。（1 冊６元） 

国語（縦罫１５行）、算数・理科・社会対応の５㎜方眼、漢字練習帳（１２０字）、連絡帳 

【青島日本人学校 体操服】 
半袖上 50 元、ﾊｰﾌﾊﾟﾝﾂ 50 元、長袖上 100 元、長袖下 100 元  

（サイズは 100、110、120、130、140、150、SS、S、M、L、LL、3L、4L、5L があります。） 

 

その他の学用品（下記内容のもので、現在御使用中のものがあれば継続して御使用ください。） 

国語 
小学国語辞典、小学漢字辞典、硬筆用水性サインペン（黒） 

習字セット（大筆・小筆・硯・下敷き・文鎮・墨汁・半紙） 

算数 定規セット（直定規・三角定規・コンパス・分度器） 

音楽 
ジャーマン式ソプラノリコーダー（中国製のものは音が出づらいため、日本製をお勧めします） 

鍵盤ハーモニカ（３２鍵） 

図工 
水彩絵の具用具一式、絵の具（１２色以上：よく使う色は複数本用意するといいです） 

彫刻刀セット、カッターナイフ 

体育 

体操着は、本校指定の体操着があります。本校にてサイズを確認した上で、注文をしますが、配

布までに２週間程度かかりますので、Ｔシャツ・トレーナー、ハーフパンツなどの運動のできる

服装を用意してください。（※現在の学校で使用しているもので可） 

体操着を入れる袋 

運動靴（紐靴が望ましい）※室内での運動は、上履きで行います。 

赤白帽子 ＊青島では手に入りません。 

水泳用具（水着・帽子・ゴーグル）水着は黒・紺を基調としたもの 

とび縄 

家庭 
裁縫セット（針[長・短・まち針]、糸[白・黒]、針山、糸切りバサミ、裁ちバサミ、チャコ鉛筆、

巻き尺）、エプロン、三角巾、マスク 

道具箱

道具袋 

道具箱（学用品を入れて、机の中に収納するためのもの） 

※机の中のサイズ（高さ 7ｃｍ 幅４７ｃｍ 奥行き３３ｃｍ） 

はさみ、のり、ホチキス 

色鉛筆（１２色以上、全芯タイプも可） 

セロハンテープ（カット部分がついているもの） 

木工用ボンド 

その他 

ランドセル（学習の用具を入れる背負えるカバン） 

筆箱、筆記用具（ＨＢ、Ｂ、赤鉛筆、青鉛筆、消しゴム、下敷き）  

名前書き用油性ペン（極細・細） 

連絡袋（クリアケースも可） 

水筒、歯ブラシ、コップ 

ハンカチ、ポケットティッシュ、雑巾 

上履き（室内用運動靴と兼用）・上履きを入れる袋 
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【中学部】 

各教科のノート（下記の規格のもので、現在御使用中のものがあれば継続して御使用ください。） 
国語 数学 英語 その他 

縦罫１８行 

（なければ大学ノート） 

漢字練習帳（200 字） 

大学ノート 

（5mm 方眼ノートでも可） 

４線ノート 

１３段か１５段 
大学ノート 

【青島日本人学校 規格ノート】 
次の規格のノートは、本校で販売しております。御利用ください。（1 冊６元） 

 漢字２００字 
【青島日本人学校 体操服】 

半袖上 50 元、ﾊｰﾌﾊﾟﾝﾂ 50 元、長袖上 100 元、長袖下 100 元  

（サイズは 100、110、120、130、140、150、SS、S、M、L、LL、3L、4L、5L があります。） 

 

その他の学用品（下記内容のもので、現在御使用中のものがあれば継続して御使用ください。） 

国語 
国語辞典、漢和辞典（電子辞書でもよい） 

習字道具（大筆・小筆・下敷・文鎮・硯・墨汁・半紙） 

数学 定規セット（直定規・三角定規・コンパス・分度器） 

英語 英和辞典・和英辞典（電子辞書でもよい） 

音楽 アルトリコーダー 

美術 
絵の具セット・ポスターカラー（できるだけセットになっているものがよい） 

スケッチブック（Ａ４版） 

家庭 

裁縫セット 

（針［長・短・まち針］、糸［白・黒］、針山、糸切バサミ、裁ちバサミ、チャコ鉛筆、巻き尺） 

エプロン・三角巾 

体育 

体操着は、本校指定の体操着があります。本校にてサイズを確認した上で、注文をしますが、配布

までに２週間程度かかりますので、Ｔシャツ・トレーナー、ハーフパンツなどの運動のできる服装

を用意してください。（※現在の学校で使用しているもので可） 
体操着を入れる袋 
運動靴（紐靴が望ましい）※室内での運動は、上履きで行います。 
帽子（外で活動するときに使用）※学校指定のものはないので各自で準備してください。 

水泳用具（水着、帽子、ゴーグル）水着は黒・紺を基調としたもの 

道具袋 

はさみ 

のり（水のりタイプ） 

セロハンテープ（カット部分がついているもの） 

色鉛筆（１２色以上） 

その他 

学習の用具を入れるカバン 

筆箱・筆記用具 

名前ペン（油性のもの） 

クリアケース（Ａ４版が入るサイズ・5 枚程度） 

水筒・歯ブラシ・コップ 

ハンカチ・ポケットティッシュ 

上履き（室内用運動靴と兼用）・上履きを入れる袋 
 
※本ページ各項目について詳しくは、学校ホームページ（http://www.qingdaojs.org/）をご覧ください。 
「青島日本人学校」から検索できます。 


