
学年 使用ノート名 MODEL NO. 規格 使用学期
こくご（1冊目） LUL310R 10マス
さんすう（1冊目） LU107 ７マス
れんらくちょう LU945
こくご（2冊目以降） L312R 12マス ２・３学期使用
さんすう（2冊目以降） L114 14マス ２・３学期使用
かんじれんしゅう L3750 50字 ２・３学期使用

クリアファイル
※音楽で使用

どこのものでもよい
10ポケット(1ポケット表裏で
2ページとして20ページ分)
A4用紙が入るもの

※　入学式当日に配付します。
途中編入の方はご購入ください。

第２学年 こくご L315/L315R 15マス １～３学期使用
かんじれんしゅう L3784 84字 １～３学期使用
さくぶんちょう L3512 120字 １～３学期使用
さんすう L117 17マス １～３学期使用
クリアファイル
※音楽で使用

どこのものでもよい
第１学年の音楽ファイル
と同一規格

１～３学期使用

第３学年 国語 SL318R 18マス １～３学期使用
漢字練習 L381ON 104字 １～３学期使用
作文帳 L3620 200字 １～３学期使用
算数・計算ドリル LS10/L705 5㎜方眼（1cm実線入） １～３学期使用
理科 LS10/L705 5㎜方眼（1cm実線入） １～３学期使用
社会 LS10/L705 5㎜方眼（1cm実線入） １～３学期使用
クリアファイル
※音楽で使用

どこのものでもよい
第１学年の音楽ファイル
と同一規格

１～３学期使用

第４学年 国語 L412/L412R 縦罫12行 １～３学期使用
漢字練習 L3812 120字 １～３学期使用
作文帳 L3620 200字 １～３学期使用
算数・計算ドリル LS10/L705 5㎜方眼（1cm実線入） １～３学期使用
理科 LS10/L705 5㎜方眼（1cm実線入） １～３学期使用
社会 LS10/L705 5㎜方眼（1cm実線入） １～３学期使用
クリアファイル
※音楽で使用

どこのものでもよい
第１学年の音楽ファイル
と同一規格

１～３学期使用

第５学年 国語 L415 縦罫15行 １～３学期使用
漢字練習 L3815 150字 １～３学期使用
作文帳 L3620 200字 １～３学期使用
算数・計算ドリル LS10/L705 5㎜方眼（1cm実線入） １～３学期使用
理科 LS10/L705 5㎜方眼（1cm実線入） １～３学期使用
社会 LS10/L705 5㎜方眼（1cm実線入） １～３学期使用
クリアファイル
※音楽で使用

どこのものでもよい
第１学年の音楽ファイル
と同一規格

１～３学期使用

第６学年 国語 L415 縦罫15行 １～３学期使用
漢字練習 L3815 150字 １～３学期使用
作文帳 L3620 200字 １～３学期使用
算数・計算ドリル LS10/L705 5㎜方眼（1cm実線入） １～３学期使用
理科 LS10/L705 5㎜方眼（1cm実線入） １～３学期使用
社会 LS10/L705 5㎜方眼（1cm実線入） １～３学期使用
クリアファイル
※音楽で使用

どこのものでもよい
第１学年の音楽ファイル
と同一規格

１～３学期使用

１年生～

３年生～

算数 各学年

音楽 １年生～

２年生後半～

図工 １年生

１年生～

２年生～

４年生～

体育 １年生～ 縄跳び（短なわ）

家庭科 ５年生～

リコーダー　アウロス・ソプラノリコーダー204Ａを推奨（学校で２年生時に購入します）

粘土（油粘土）、粘土板、つぼのり　

令和２年度  シンガポール日本人学校小学部【チャンギ校】使用学用品リスト
　本校で使用している（または、使用予定）学用品は、下表のとおりです。
　これ以外に必要なものについては、使用する時期になりましたら学年・学級より連絡があります。

※本校で使用している学用品は、シンガポールの日系の店舗で購入することができます。

道具箱（サイズの目安　高さ65×横235×縦345㎜）※机の中に入れます。
雑巾　１～2枚

全学年共通

書写（習字）
ネームペン（サインペン）

習字道具（硯、文鎮、筆、墨汁、下敷き、半紙、新聞紙など）

彫刻刀

裁縫セット

クレヨンやパス、色鉛筆やクーピー、はさみ、のり、折り紙、セロハンテープ（道具箱に常時）

絵具セット

※　入学式当日に配付します。
途中編入の方はご購入ください。

第１学年

鍵盤ハーモニカ　YAMAHA P-32Dを推奨　（お手持ちの物でも構いません）

三角定規（２年生～）、コンパス（３年生～）、分度器（４年生～）
　※使用する時期になりましたら、学校から連絡があります。



 

 

５３～５４ｃｍ   

２１～２４ｃｍ  

この図はヤマハＰ－３２Ｄに合わせたサイ

ズです。手作りでなくても結構ですので、こ

のサイズを参考に、鍵盤ハーモニカが入り、

１年生が持ち運びできる大きさのものをご用

意ください。 

※ 鍵盤ハーモニカは重いので、キルティング

や厚めの布がよいと思います。 

 

                   

 
学用品などの準備について 

 
 

□鍵盤ハーモニカ   本校では、ヤマハの P-32D を使っていますが、お手持ちの物をお使いいただいても構

いません。また、鍵盤ハーモニカを入れる袋をご用意ください。 

           （テキスト、筆箱、ファイルなども入れます。） 

 

   

 

 

       

 

 

 

 

 

 

□手提げバック    荷物が増えた時や、図書室で本を借りる時、英語科Ⅰの教室に行くときなどに使用し

ます。大きさは、Ａ４サイズのファイルが横に入るものが適当です。 

 

 

□体 操 着     指定のものがあります。オンラインで各自購入していただき、ご自宅への配送となり

ます。業者 WEB サイトは下記のとおりです。サイズ見本は事務室にありますので、校

納金お支払い時などにもお立ち寄りいただいて構いません。T シャツ・ハーフパンツを

着用し、赤白帽をかぶります。胸の部分に名前をローマ字で記名してください。 

            http://feederimpex.com.sg/index.php?route=product/category&path=59 

             ※ チャンギ校のホームページからもリンクを貼っています。 

 

 

□水 着       各自でご用意ください。日差しが強いので、男女とも全身を覆うタイ

プの水着を着ている子が多いです。水泳帽も必要です。図のようにロ

ーマ字での記名をお願いします。ゴーグルも使用できます。 

 

 

□く つ       下靴と上靴をご用意ください。上履き入れのご用意をお願いします。

上靴の前部に大きく名前を書いてください。上靴はいろいろな形のも

のがありますが、前部が無理な場合は側面でもかまいません。できる

だけ目立つところに名前を書いてください。 

 

 

□道具箱       机の中に入れて使用します。はさみやのり、セロテープ、折り紙、クレパス、色鉛筆な

どを入れます。A４サイズのものが入る大きさのものをご用意ください。 

高さが７ｃｍ以上あると机の中に入りませんのでご注意ください。 

サイズの目安（高さ６５×横２３５×縦３４５mm） 

 

 

□筆箱        鉛筆５～６本(B または２B)、赤青鉛筆、消しゴム、名前ペン(油性ペン)を入れます。 

できるだけ、１本ずつ収納できるタイプの筆箱を利用してください。 

 

 

□クレパスと     １６色で十分です。⇒クレヨンよりクレパスが望ましいです。 
 色鉛筆（クーピー） 色鉛筆は、１２色程度です。 

 



 

 

□はさみとのり、    はさみは、ケースのあるものをご用意ください。 

 セロハンテープ    のりは、「スティックのり」と「つぼのり（図工で使用）」の両方ご用意いただける

とありがたいです。 

            セロハンテープは机の中の胴部箱に入るサイズのもので構いません。 

 

 

□ノートと連絡帳   国語・算数・連絡帳・連絡袋は、入学式で配付される物を使用してください。 

           ※ 事前に購入されたい場合は、シンガポール日本人学校 HP→「編・入学案内」→  

「服装・学用品について」→「チャンギ校」→「2020 年度仕様学習帳リスト」を

ご参照ください。2021 年度用も、随時更新していく予定です。 

http://www.sjs.edu.sg/wpho/wp-content/uploads/2020/02/SHIYO-NOTE-LIST-2020.pdf 

 

□粘土・粘土板     油粘土（ケース入り）と粘土板をご用意ください。 

幼稚園で使っていたもので構いません。 

 

 

□着 替 え     着替えとタオルは必需品です。汗をかいたら着替えるようにします。 

                 教室はクーラーがきいているので、ぬれたままでは風邪の原因になります。 

必要に応じて、上着を持たせてください。 

 

 

□ハンカチ・ティッシュ  いつも自分で持つ習慣をつけさせてください。 

 

 

□雑 巾       ２枚ご準備ください。ひも付き洗濯ばさみ（2 個）と一緒に持たせてください。 

 

 

（□カッパ）     かさは安全上使用しません。普段は必要ありませんが必要に応じて持たせてください。 

 

 

□弁当・水筒      弁当箱、水筒、ランチマットをご準備ください。 

 ランチマット    弁当について、はじめは無理のないよう、少なめの量でスタートし、様子を見ながら調 

           節をしていってください。なお、弁当のおかず交換はしないように指導していきます。 

           ☆教室は冷房がきいていますが、なるべく腐りにくいものにしてください。 

           ☆弁当箱、弁当袋、箸箱など、全部自分で開け閉めできるように、ご家庭でも機会を 

            見つけて練習させてください。 

           ☆水筒の中身は、水かお茶を入れます。 

           ☆入学当初は学校生活に慣れることに重点を置きますので、業者のお弁当は購入せず

各家庭で持たせていただきたいと思います。 

 

 

□かばん       指定はありませんがリュックタイプが多いようです。ランドセル登校の子もいますが、

日本の学校よりもお弁当や水筒を入れる分だけ持ち物が多くなります。 

 

全ての物に記名をお願いします 

 

※例年ですと、４月下旬の授業参観日（予定）に、業者による学用品販売を予定しています。 

しかしながら、コロナウィルス感染拡大防止のため、令和３年度に実施できるかは未定です。 

ご家庭でご準備いただきますよう、どうぞよろしくお願いします。 

http://www.sjs.edu.sg/wpho/wp-content/uploads/2020/02/SHIYO-NOTE-LIST-2020.pdf

