
2022 年度シンガポール日本人幼稚園 

学年で必要な用品（※全ての物にローマ字とひらがなで記名してください） 

学年 幼稚園にて購入 紀伊國屋書店（シンガポール本店）にて購入
Takashimaya Shopping Centre, Ngee Ann City 

各ご家庭で用意 
『給食セット』と『コップ（歯ブラシ）』は別々の巾着袋にいれて

持たせてください。 

準年少 □制服（園章つき） 
□園 Tシャツ 
□スポーツパンツ 
□帽子のボタン 
□れんらく帳 
□午睡用マット 

□クラス別帽子     □名札 
□手さげ袋       □通園ショルダーバッグ 
□シール帳（シール付） □自由画帳 
□粘土         □粘土ケース 
□粘土板        □お手紙ポーチ（B5サイズ） 
□上履き        □上履き袋 
□のり（でんぷんのり、蓋付きの容器入り） 
□スモック（絵の具活動用） 
 

□給食セット（スプーン、フォーク、ランチョンマット） 
□コップ  □おしぼり  □水筒  □予備マスク 
□タオルで作成の胸当て  
□園でのキープ用着替え 2セット 
 （ズボンまたは、スカート、くつ下、パンツ、Tシャツ） 
□どろんこ活動用の汚れてもよい着替え 1 セット 
 （T シャツ、半ズボン） 
□マットに敷くタオル＆掛けタオル 
□シャワー用タオル   □水着 
※シャワー・プール・どろんこ遊びなどの活動が再開する際には、 

別途お知らせいたします。 

年少 □制服（園章つき） 
□園 Tシャツ 
□スポーツパンツ 
□ワークブック 

□クラス別帽子     □名札 
□連絡帳        □手さげ袋 
□通園ショルダーバッグ □シール帳（シール付） 
□自由画帳       □粘土 
□粘土ケース      □粘土板 
□粘土ベラ       □パステル（16 色） 
□はさみ        □お手紙ポーチ（B5サイズ） 
□上履き        □上履き袋 
□のり（でんぷんのり、蓋付きの容器入り） 
□スモック（絵の具活動用） 
 

□給食セット 
（スプーン、フォーク、箸、ランチョンマット） 
 ※箸は 2学期より練習スタート。補助箸可。 
□コップ、歯ブラシ（キャップつき） 
□水筒  □予備マスク 
□どろんこ活動用の汚れてもよい着替え 1 セット 
 （T シャツ、半ズボン、ハンカチサイズの制作用タオル） 
□お当番セット（エプロン、三角巾、マスク）※2学期より 
□糊用タオル（ハンドタオル） 
□水着、タオル、ビーチサンダル 
※給食当番・プール・どろんこ遊びなどの活動が再開する際には、 

別途お知らせいたします。 

年中 

 

年長 

□制服（園章つき） 
□園 Tシャツ 
□スポーツパンツ 
□ワークブック(JICを除く) 
□英語ワークブック 

(年長 日本語クラスのみ) 
□English Book 
(年長 JICのみ) 

□クラス別帽子     □名札 
□連絡帳        □手さげ袋 
□通園ショルダーバッグ □シール帳（シール付） 
□自由画帳       □粘土 
□粘土ケース      □粘土板 
□粘土ベラ       □パステル（16 色） 
□はさみ        □色鉛筆（12色） 
□上履き        □絵の具（12色） 
□上履き袋       □絵の具筆（ZBS-15） 
□お手紙ポーチ（B5サイズ） 
□のり（でんぷんのり、蓋付きの容器入り） 
□なわとび（ひかりのくに、品番：Q750） 
□スモック（絵の具活動用） 
□ピアニカ ／ ピアニカのパイプ 

※ピアニカ活動を再開する際には、別途お知らせいたします。 
 

□給食セット 
（スプーン、フォーク、箸、ランチョンマット） 
□コップ、歯ブラシ（キャップつき） 
□水筒  □予備マスク 
□どろんこ活動用の汚れてもよい着替え 1 セット 
 （T シャツ、半ズボン、ハンカチサイズの制作用タオル） 
□筆箱（2Bまたは Bの鉛筆 3本、消しゴム） 
□お当番セット（エプロン、三角巾、マスク） 
□糊用タオル（ハンドタオル） 
□水着、タオル、ビーチサンダル 
※給食当番・プール・どろんこ遊びなどの活動が再開する際には、 

別途お知らせいたします。 

 

希望者

のみ 
園章   

 



Item Price

カラー帽子  （クラス別） ($ 12.50)

名札          （クラス別） ($ 3.00)
<年長>
ひかりのくに  園のたより

出席シール  (C)
($ 15.00)

<年中>
フレーベル館   出席カードH（おみせやさん)
出席シール (きいろ)

($ 15.00)

<年少>
フレーベル館  出席カード (ききゅうにのって)
出席シール(あか)

($ 15.00)

<準年少>
フレーベル館   
出席カード（アンパンマン）出席シール（アンパンマン）

($ 15.00)

れんらくちょう                　　  (準年少は不要) ($ 4.00)

上履き ($ 42.95)

上履き袋（黄色） ($ 22.50)

通園ショルダーバック   A(小)  サクラ ($ 36.00)

通園バック  手提げ袋（ナイロン製） ($ 8.50)

はさみ                         　　         (準年少は不要) ($ 11.00)

こうさくのり ($ 3.35)

保育粘土 ($ 6.50)

粘土ケース ($ 6.50)

粘土ベラ4点セット        　　      (準年少は不要) ($ 4.00)

粘土板 ($ 10.00)

自由画帳（はらぺこあおむし  天ラセン B4サイズ） ($ 7.50)

絵の具                 　　　　     （準年少・年少は不要） ($ 18.20)

絵の具筆                                   （準年少・年少は不要） ($ 6.20)

パステル（ 16色＋2本）            (準年少は不要) ($ 13.50)

色鉛筆                           (準年少・年少は不要) ($ 15.85)

なわとび                           (準年少・年少は不要) ($ 11.50)

お手紙ポーチ（ B5サイズ） ($ 1.75)

Yamaha 鍵盤ハーモニカ     (準年少・年少は不要) ($ 109.00)

Yamaha 鍵盤ハーモニカ  ホース(準年少・年少は不要 ) ($ 6.20)

Kyoritsu 鍵盤ハーモニカ          (準年少・年少は不要) ($ 64.20)

Kyoritsu 鍵盤ハーモニカ  ホース(準年少・年少は不要 ) ($ 9.90)

スモック サックスブルー  (90/110/130) ($ 29.45)

WB-551 (290mm × 210mm)

P32-D

60-75491-420 / 60-75491-421 / 60-75491-
424

※メーカーからの値上げ・為替の変動により、価格を変更する場合がございます。予めご了承ください。

紀伊國屋書店(シンガポール本店 ) 文具売場

PTP-32-D

P3001-32K PK/UGR/BL/BK
Pink / Light green / Blue / Black

PH-L

WFC2-12S

ZBS-15

30-71126-102

12 COLOR SET (CB-NQ-12C)

Q750（青、赤、緑）

94-71182-005 (500G)

94-71197-010 (黄)

94-71232-011

94-72442-009 (青)

30-71002-523 (旧モデル)                             
30-71002-525 (新モデル)

60-71367-002

60-72443-012

94-77759-001（あひるのおやこ）

HAL-0002

K-100

4301102 / 4302092

4301052 / 4302032

43010072 / 4302062

101908-54(H-04000)

14cm～21cm（各 1cm 単位）

2022年度シンガポール日本人幼稚園教材リスト
備考 /Model No.

（クラス別）

（クラス別）

H-00102 / i-01610



学年 定員 クラス
Class

カラー帽子品番号
Class Cap Number

出席シール
Attendance Sticker

32 ひまわり
Himawari

60-76563-210

32 なのはな
Nanohana

60-76563-207

25 かとれあ(JIC)
Katorea (JIC)

60-76563-200

30 ゆり
Yuri

60-76563-209

30 ばら
Bara

60-76563-203

20 はす(JIC)
Hasu (JIC)

60-76563-208

28 れんげ
Renge

60-76563-204

28 さくら
Sakura

60-76563-202

20 ちゅうりっぷ赤
Tulip Aka

60-76563-203

20 ちゅうりっぷ黄
Tulip Kiiro

60-76563-201黄
Yellow

チューリップ
Tulip

6072105012S

2022 年度  日本人幼稚園クラス一覧

準年少

フレーベル館

出席カード

（アンパンマン）

4301072

フレーベル館

出席シール

（アンパンマン）

4302062

フレーベル館  
出席シールあか16

4302032桃
pink

ひよこ
Hiyoko

6072106017S

赤
Red

チューリップ
Tulip

6072105011S

フレーベル館

出席カードH
(おみせやさん)

4301102

フレーベル館

出席カードD
(ききゅうにのって) 

4301052

橙(みかん)
orange

ひよこ
Hiyoko

6072106015S

年中

緑
Green

さくら
Sakura

6072107013S

赤
Red

さくら
Sakura

6072107011S

藤
light purple

さくら
Sakura

6072106020S

クラスカラー
Class Colour

名札型
Name Tag Shape

名札
Name Tag Number

出席カード
Attendance Card

年長

黄緑
YellowGreen

さくら
Sakura

6072107016S

ひかりのくに

園のたより

H - 00102

ひかりのくに

出席シールC 
i - 01610

青(水色)
Blue

さくら
Sakura

6072107014S

白
White

さくら
Sakura

6072107018S

フレーベル館

出席シールきいろ20 
4302092

年少
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