
４ 教科別・学年別必要学用品一覧 

 (1) 小学部                            ★；ブラジルでは購入できない，または値段が高いもの 

   ① 全学年                         〇；ブラジルでも購入可能なもの 

共    通 体   育 

★道具箱（下記の学用品を保管）※菓子箱等でも構わない。 

○自由帳（無地） ※休み時間等に友達と絵を描いて遊んだりする。 

○移動教室用手提げ袋（エコバッグ等でもよい） 

○体育着（運動に適した服装） 

○体育着入れ 

○運動場用運動靴（通学用との兼用可） 

○体育館用運動靴（上履きとの兼用可。運動す

るに当たって、滑りにくいものがよい） 

○水着（色，形は指定無し） 

○水泳帽 

○水泳用ゴーグル 

○水泳授業用のサンダル 

○とびなわ 

○筆箱   ○鉛筆（B～2B） 

○赤鉛筆（または赤ペン） 

★鉛筆キャップ 

○サインペン（名前ペン） 

★下じき 

○連絡袋（A４サイズが入るもの） 

○連絡帳（1 学年は縦書きが良い） 

○スティックのり ○ハサミ  ○消しゴム 

○セロハンテープ ○ホチキス ○折り紙 

○置き傘 

○歯みがきセット（歯ブラシ・コップ・必要があれ

ば歯磨き粉） 

○上履き 

★レジャーシート ★軍手（子どものサイズ） 

○ぞうきん（各学期に１，２枚） 

  ※その他，通学用かばんは各家庭で工夫している。低学年児童は，ランドセルを使用している割合が多いが，それ以外のものでも構わない。 

 ② 第１学年 

国  語 算  数 

★ノート (縦８～１２マス，点線入り) 

※国語学習用としては，最初の 1冊は 8 マス，2 冊目以降は 10 また

は 12マスが適当。 

★ノート (横 12×縦７) 

★ものさし (線引き用) ※15 ㎝程度が使いやすい。 

音 楽 図画工作 

★鍵盤ハーモニカ 

〇鍵盤ハーモニカや音楽の教科書等を持ち運ぶ袋 

○水彩用具一式（白の絵の具は 2 つ以上） 

○色鉛筆 ○クレパスまたはクレヨン ◯紙コップ 紙皿 

○木工用ボンド ★油粘土 紙粘土 粘土ベラ 

   ※生活科等の活動内容によっては，エプロン，三角巾，マスクが必要となる場合がある。 

 ③ 第２学年 

国  語 算  数 

★ノート (縦 12～15 マス，点線入り) 

〇漢字ノート（50～80 マス程度） 

★ノート (横 12×縦 17) 〇三角定規 

★ものさし (30ｃｍ，短いものも必要） 

音 楽 図画工作 

★鍵盤ハーモニカ 

〇鍵盤ハーモニカや音楽の教科書等を持ち運ぶ袋 

○水彩用具一式（白の絵の具は 2つ以上） 

○色鉛筆 ○クレパスまたはクレヨン ○カッター 

○木工用ボンド ★油粘土 紙粘土 粘土ベラ 

◯お花紙 ◯毛糸 ◯空き容器 

     ※生活科等の活動内容によっては，エプロン，三角巾，マスクが必要となる場合がある。 

④ 第３学年 

国  語 算  数 社会・理科 

★ノート(縦 12 行〈縦リーダー入り〉程度) 

★漢字練習ノート (120 字程度)  ★国語辞典 

★書写(毛筆)セット ○墨液，半紙，筆 

◯書き初め用紙（およそ 70cm×20cm） 

★ものさし (30ｃｍ，短いものも必要） 

★三角定規 (一組) 

★ノート (５mm 方眼) 

○コンパス 

★ノート 

 (５mm 方眼) 

音 楽 図画工作  

○ソプラノリコーダー 

※バロック式，ジャーマン式のどちらでも 

構わない。 

★鍵盤ハーモニカ 

〇鍵盤ハーモニカや音楽の教科書等を持ち運ぶ袋 

○水彩用具一式 ○色鉛筆 ○クレパスまたはクレヨン 

○カッター ○木工用ボンド ◯クラフトテープ 

★油粘土 紙粘土 粘土ベラ 

◯紙コップ 紙皿 ◯セロハン紙 ◯お花紙 

◯毛糸 ◯空き容器 段ボール箱 

 

   ※学級活動，総合的な学習の時間等の活動内容により，エプロン，三角巾，マスクが必要となる場合がある。 



 ⑤ 第４学年 

国  語 社会・理科 算  数 

★ノート (縦 12 行程度) 

 ★漢字練習ノート 

 (120～150 字程度) 

 ★国語辞典 ★漢字辞典  

      (または漢和辞典) 

★書写(毛筆)セット 

○墨液，半紙，筆 

★書き初め用紙 

（およそ 70cm×20cm） 

★ノート (５mm 方眼) ★分度器★三角定規 (一組)  ○電卓 

★ノート (５mm 方眼)  ○コンパス 

音 楽 図画工作 

○ソプラノリコーダー 

※バロック式，ジャーマン式のどち

らでも構わない。 

★鍵盤ハーモニカ 

〇鍵盤ハーモニカや音楽の教科書等を

持ち運ぶ袋 

○水彩用具一式 ★彫刻刀 ○色鉛筆 ○カッター 

○クレパスまたはクレヨン ○木工用ボンド 

◯クラフトテープ ◯セロハン紙 ◯お花紙 ◯毛糸 

★油粘土 紙粘土 粘土ベラ 

◯空き容器 段ボール箱 

◯輪ゴム モール 

※学級活動，総合的な学習の時間等の活動内容により，エプロン，三角巾，マスクが必要となる場合がある。 

     

⑥ 第５・６学年 

国  語 社会・理科 算  数 

★ノート (縦 17 行程度) 

★漢字練習ノート (150 字程度) 

★国語辞典 

★漢字辞典 (または漢和辞典) 

★書写(毛筆)セット 

○墨液，半紙，筆，新聞紙 

★書き初め用紙 

（およそ 70cm×20cm） 

 

★ノート (５mm 方眼) 

〇バインダー（課外活動等で使用） 

 

★分度器 

★三角定規 (一組) 

★ノート(5mm 方眼) 

○コンパス ○電卓 

音 楽 図画工作 家 庭 

○ソプラノリコーダー 

※バロック式，ジャーマン式のどち

らでも構わない。 

 

○水彩用具一式 ○色鉛筆 ○クレパスまたはクレヨン 

★彫刻刀 ○カッター ○木工用ボンド 

◯クラフトテープ ◯セロハン紙 ◯お花紙 ◯毛糸 

★油粘土 紙粘土 粘土ベラ 

★鉛筆６B  ★コンテ パステル 

◯空き容器 段ボール箱 ◯輪ゴム モール 

◯消しゴム（ハンコ作り用） 

★裁縫用具一式 

○裁縫練習用布 

※裁縫用具をセットで購入するとつい

ている。 

○フェルト (好みの色のもの) 

○刺しゅう糸 

○エプロン ○三角巾 ○マスク 

 

 

【 備 考 】 

ブラジルでそろうものもあるが，来伯直後は，なかなか購入する時間が取れないことが予想されるので，ある程度持参した方がよい。  

   ① 書写(毛筆)セット，水彩用具一式，裁縫用具一式 

     そろわないことはないが，セットでは購入できないため，持ち運び等が不便になる。 

   ② 三角定規，分度器 

       ブラジルでも購入できるが大きいものがほとんどで，使い勝手があまりよくない。 

  ③ 彫刻刀 

    日本製のものを購入できるが値段が２倍以上する。（ブラジル製は使い方が異なる。） 

  ④ 鍵盤ハーモニカ・ソプラノリコーダー 

    購入できるが，値段が若干高め。アルトリコーダーは購入できる場所が少ない。 

  ⑤ 参考書・問題集 

ブラジルでも購入できるが，品揃えが豊富ではなく，値段は約３倍する。必要に応じて持参する。 

 

 

 

 

 



 (2) 中学部 

国  語 数  学 英  語 

★国語辞典（自宅用） 

★漢和辞典（自宅用） 

★書写(毛筆)セット 

○墨液，半紙，筆 

★書き初め用紙 

(およそ 70cm×20cm） 

 

★分度器 

★三角定規 (一組) 

○コンパス 

○電卓 

○はさみ 

★英和辞典，和英辞典（授業で時々使用します。） 

★ノート 

 ※第１学年の初めのみ，４線紙ノートを使用（２冊）。 

その後はキャンパスも可。 

 ※４線紙ノートの段数 

   中１：１０～１３段  中２，３：１３～１５段 

美  術 技術・家庭 音 楽       そ  の  他 

○水彩用具一式 ○色鉛筆 

★鉛筆６B ★コンテ パステル 

★彫刻刀 

◯クラフトテープ ◯布 

◯セロハン紙 ◯お花紙 

◯消しゴム 

○裁縫用具 

○エプロン 

○三角巾 

○マスク 

★アルトリコーダー       ★各教科の参考書・問題集 

〇ソプラノリコーダー      ○ノート 

※用意できるようであれ     ○ぞうきん 

ば両方。できなければ    ★軍手  

ソプラノだけでも可。    ★レジャーシート 

※その他の学用品・体育着等（とびなわを除く）については，(1)小学部の項を参考のこと。 

 

【 備 考 】 

ブラジルでそろうものもあるが，来伯直後は購入する時間がなかなか取れないと思われるので，ある程度持参した方がよい。 

  

 ① 書写（毛筆）セット，水彩用具一式、裁縫用具一式 

   そろわないことはないが，セットでは購入できないため、持ち運び等が不便になる。 

  ② 三角定規、分度器 

   ブラジルでも購入できるが，大きいものがほとんどで、使い勝手があまりよくない。 

  ③ 彫刻刀 

    日本製のものを購入できるが，値段が２倍以上する。（ブラジル製は使い方が異なる。） 

 ④ アルトリコーダー 

   購入できる場所が少ない。 

 ⑤ 辞典・参考書・問題集 

   ブラジルでも購入できるが，品揃えが豊富ではなく，値段は約３倍する。必要に応じて持参する。 

 ⑥  書き初め用紙 

   １月に書き初め会を行なっている。練習用と提出用あわせて１０枚ほど使用する。 

   ７０×２０くらいの大きさの用紙を使っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 


