
学校で(日本語) 
 
1 学校で使うもの がっこうでつかうもの gakkoo de tsukau mono 

  時間割 じかんわり jikanwari 
  黒板 こくばん kokuban 

  チョーク チョーク chooku 

  黒板消し こくばんけし kokubankeshi 
  教卓 きょうたく kyootaku 

  教壇 きょうだん kyoodan 

  ドア（戸） ドア（と） doa(to) 
  窓 まど mado 
  本棚 ほんだな hondana 

  本 ほん hon 

  ロッカー ロッカー rokkaa 

  机 つくえ tsukue 
  いす いす isu 

  教科書 きょうかしょ kyookasho 
  ノート ノート nooto 
  筆箱 ふでばこ fudebako 
  鉛筆 えんぴつ enpitsu 

  下敷き したじき shitajiki 
  色鉛筆 いろえんぴつ iroenpitsu 

  絵の具 えのぐ enogu 

  粘土 ねんど nendo 
  消しゴム けしごむ keshigomu 



  定規／ものさし じょうぎ/ものさし jyoogi/monosashi 
  道具箱 どうぐばこ doogubako 
  防災頭巾 ぼうくうずきん bookuuzukin 

  ランドセル／かばん ランドセル/かばん randoseru/kaban 

  体操服入れ たいそうふくいれ taisoufukuire 
  ゴミ箱 ごみばこ gomibako 
  雑巾 ぞうきん zookin 

  ほうき ほうき hooki 
  ちりとり ちりとり chiritori 
  モップ モップ moppu 

  連絡帳 れんらくちょう renrakuchoo 
  赤白帽 あかしろぼう akashiroboo 
  体操服 たいそうふく taisoofuku 

  給食袋 きゅうしょくぶくろ kyuushokubukuro 
  お弁当 おべんとう obentoo 

  お便り おたより otayori 
  体育館シューズ たいいくかんシューズ taiikukanshuuzu 

  上靴（上履き） うわぐつ（うわばき） uwagutsu(uwabaki) 
  連絡袋 れんらくぶくろ renrakubukuro 
  鍵盤ハーモニカ（ピアニカ） けんばんハーモニカ（ピアニカ） kenbanhaamonika(pianika) 
  リコーダー リコーダー rikoodaa 

  裁縫セット さいほうセット saihoosetto 
  はしセット はしセット hashisetto 
  ナフキン（ランチョンマット） ナフキン（ランチョンマット） nafukin(ranchonmatto) 

 
2 科目 かもく kamoku 



  国語 こくご kokugo 
  算数 さんすう sansuu 

  理科 りか rika 

  社会 しゃかい shakai 
  音楽 おんがく ongaku 

  図画工作 ずがこうさく zugakoosaku 

  体育 たいいく taiiku 

  家庭 かてい katei 
  生活 せいかつ seikatsu 

  外国語(英語） がいこくご（えいご） gaikokugo(eigo) 
  書写 しょしゃ shosha 

  宿題 しゅくだい shukudai 
 
3 先生 せんせい sensei 
  校長（先生） こうちょう（せんせい） koochoo(sensei) 
  教頭（先生） きょうとう（せんせい） kyootoo(sensei) 
  担任（の先生） たんにん（のせんせい） tannin(nosensei) 

 
4 部屋など へやなど heya nado 

  教室 きょうしつ kyooshitsu 

  職員室 しょくいんしつ shokuinshitsu 

  図書室 としょしつ toshoshitsu 

  体育館 たいいくかん taiikukan 

  保健室 ほけんしつ hokenshitsu 

  音楽室 おんがくしつ ongakushitsu 

  理科室 りかしつ rikashitsu 



  家庭科室 かていかしつ kateikashitsu 

  図工室 ずこうしつ zukooshitsu 

  トイレ トイレ toire 
  運動場 うんどうじょう undoojyoo 
  廊下 ろうか rooka 

  階段 かいだん kaidan 

  下駄箱 げたばこ getabako 
 
5 行事など ぎょうじなど gyooji nado 
  入学式 にゅうがくしき nyuugakushiki 
  卒業式 そつぎょうしき shotsugyooshiki 
  始業式 しぎょうしき shigyooshiki 
  終業式 しゅうぎょうしき shuugyooshiki 
  授業参観 じゅぎょうさんかん jyugyoosankan 

  個人懇談 こじんこんだん kojinkondan 

  家庭訪問 かていほうもん kateihoomon 

  社会科見学 しゃかいかけんがく shakaikengaku 

  運動会 うんどうかい undookai 
  遠足 えんそく ensoku 

  学芸会 がくげいかい gakugeikai 
  身体測定 しんたいそくてい shintaishokutei 
  クラブ活動 クラブかつどう kurabukatsudoo 
  欠席 けっせき kesseki 
  遅刻 ちこく chikoku 

  早退(早引き） そうたい（はやびき） sootai(hayabiki) 
  身分証 みぶんしょう mibunshoo 



  下校 げこう gekoo 
  登校 とうこう tookoo 
  学童（保育） がくどう（ほいく） gakudoo(hoiku) 
  給食 きゅうしょく kyuushoku 

  個人情報 こじんじょうほう kojinjyoohoo 
  給食費 きゅうしょくひ kyuuhokuhi 

 
 


