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(school life 1) 保健行事 (Health related events)

PTA行事 (PTA events)
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学校生活２ 日課 (daily schedule)
(school life 2) 教科(academic subjects)

方角 (direction)
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学校生活３ 場所(校内）locations (within school)
(school life 3) 持ち物 (things to bring)

学用品 (school items)
通知文 発信者・宛先 (senders & recipients)
(Notices) 表題 (titles)

実施日 (starting dates)
場所 (locations)
日程 (itineraries)
費用 (fees)
持ち物 (things to bring)
その他 (other)

通知文用語（持ち物） 遠足 (field trips)
(vocabulary in notices) (things to bring) 宿泊学習 (overnight study trips)

奉仕作業 (service work)
届け出 出欠 (attendance)
 (Reports) 理由 (reasons)



期日 期日 date

日 day
月 month
年 year
～月・・日  ・・/～

春 spring
夏 summer
秋 autumn
冬 winter

１学期 first trimester
２学期 second trimester
３学期 third trimester

１月 January
２月 February
３月 March
４月 April
５月 May
６月 June
７月 July
８月 August
９月 September
１０月 October
１１月 November
１２月 December

月曜日 Monday
火曜日 Tuesday
水曜日 Wednesday
木曜日 Thursday
金曜日 Friday
土曜日 Saturday
日曜日 Sunday

朝 morning
昼 noon
昼間（日中） afternoon
夜 night

午前 a.m.
午後 p.m.

～時 ～hours
～分 ～minutes

カレンダー

年月日

四季 

学期

月

曜日

時間



学校行事 School event
入学式 Entrance ceremony
卒業式 Graduation ceremony
始業式 Beginning ceremony
終業式 Ending ceremony
　
春休み spring vacation
夏休み summer vacation
秋休み autumn vacation
冬休み winter vacation
登校日 school day

授業参観 Classroom visit by parents
学級懇談会 Parents' get-together
家庭訪問 Home visit by teacher
個人面談 Individual consultation

遠足(校外学習） Fieldtrip (learning outside school)
社会見学 Observation of social life
修学旅行 Study trip
宿泊学習 Overnight study trip

運動会 Sports meet (Field day)
スポーツ大会 Sports meet
水泳大会 Swim meet
マラソン(持久走)大会 Marathon track meet

文化祭 Culture festival
学習発表会 Presentation of school work
音楽発表会 Student music concert
作品展 Exhibition of student arts/crafts
映画鑑賞会 Film viewing festival
演劇鑑賞会 Drama festival
音楽鑑賞会 Music festival

定期健康診断 Periodic Health Examinations
内科検診 General Exam
歯科検診 Dental Exam
耳鼻咽喉科検診 Ear/nose/throat exam
眼科検診 Eye exam
身体測定 Measurement of height/weight
予防接種 Vaccinations
尿検査 Urinalysis
寄生虫卵検査 Parasitological exam

ＰＴＡ Parent-Teacher Association
ＰＴＡ総会 PTA general meeting
労働奉仕作業 Labor service work
バザー Bazaar

集金 Payments
合計 total
給食費 school lunch fee
PTA会費 PTA fee
口座振替 Automatic bank debit (furikae)
集金袋 Payment envelope
学級費 Class fee
教材費 Teaching materials fee

学校行事

学校生活

保健行事

PTA行事

集金



学校生活 school life
日課表 schedule
登校時刻 time to enter school
全校集会 all-school assembly
朝の会 morning class meeting
授業 class
短縮授業 short class
１校時 first class
２校時 second class
３校時 third class
４校時 fourth class
休み時間 break time
給食 mealtime
昼休み afternoon break
清掃 cleaning
５校時 fifth class
６校時 sixth class
帰りの会 final class meeting 
クラブ活動 club activities
クラブ club
委員会 representatives' meeting
生徒会 student meeting
学級会 class meeting
下校時刻 time to leave school
放課後 after classes

教科 subject
国語 Japanese language
算数 mathematics
理科 science
社会 social studies
生活科 life skills
図画工作 shop/construction class
美術 art
音楽 music
家庭科 home economics
体育 physical education
総合学習 general studies
書写 calligraphy
学級活動 class activities
道徳 moral/civic education
英語 English

北 north
南 south
東 east
西 west

校舎 storehouse
体育館 gymnasium
校庭 patio
運動場 sports area
プール swimming pool
駐車場 parking lot

教室 classroom
廊下 corridor
階段 stairs
トイレ toilet
昇降口 student entrance
くつ箱 shoe storage box

日課

学校生活

教科

方角

場所
(校内）



校長室 principal's office
事務室 business office
職員室 teachers' room
会議室 meeting room
理科室 science lab
音楽室 music room
工作室 shop classroom
家庭科室 home economics room
調理室 food preparation room
図書室 library
視聴覚室 audiovisual room
給食室 cafeteria
保健室 health services room

（学校に）持ってくる物 things to bring
ランドセル school backpack (randoseru)
制服 school uniform
赤白帽 red/white cap
名札 name tag
ハンカチ handkerchief
ちり紙 pocket tissues
上靴 shoes for inside school
傘 umbrella

体操服 physical education uniform
体育館シューズ gymnasium shoes
水着 swimwear
タオル towel

給食着 lunch service uniform
給食用ナプキン lunch napkin
はし chopsticks
給食用袋 bag for lunch items
マスク mask
歯ブラシ toothbrush
コップ cup

学用品 school goods
教科書 textbooks
ノート notebooks
下敷き plastic underlay for notebooks (shitajiki)
鉛筆 pencil
消しゴム eraser
筆箱 pencil case
定規 ruler
三角定規 triangle
コンパス compass
分度器 protractor
色鉛筆 colored pencils
クレヨン crayons
絵の具 painting set
のり glue
はさみ scissors
セロテープ cello tape
粘土 modeling clay
鍵盤ハーモニカ keyboard harmonica (kenban h..)

リコーダー recorder flute
習字道具 calligraphy set
裁縫道具 sewing kit

場所
（校内）

学校生活

持ち物

学用品



校長 principal
教頭 vice-principal
担任 teacher in charge
養護教諭 special needs specialist
ＰＴＡ会長 PTA president
保護者 Parents/guardians
ＰＴＡ会員 PTA members (parent-teacher association)

お知らせ Notice
お願い Request
実施 Implementation

実施日 期日 Date of Implementation

場所 Location
小学校 Elementary school
中学校 Middle school
高校 High school
駅 Train station

日程 schedule
登校 school entrance
下校 school departure

集合場所 meeting place
集合時刻 meeting time
出発時刻 departure time
解散場所 dispersal place
解散時刻 dispersal time

雨天中止 Cancelled in case of rain.
雨天決行 Will be held even if it rains
延期 Postponement

宿泊 Overnight stay
宿泊先 Overnight stay location
昼食 lunch
夕食 dinner
野外調理 cooking outdoors

受付 Reception
開会 Opening
閉会 Closing
式典 Ceremony

費用 Expenses
交通費 transportation fee
入場料 entrance fee
宿泊費 lodging fee
食費 meal fee
概算 estimate
無料 free (of cost)

持ち物 持ち物 things to bring

その他 other
服装 clothing
自由 free (of choice)
連絡網 telephone tree (contact network)
連絡網で知らせる be advised by telephone tree

通知文

発信者
宛先

表題

場所

日程

費用

その他



遠足 fieldtrip
リュック rucksack
弁当 packed lunch (bento)
水筒 bottle of water
おやつ snack
くず入れ(ビニール袋） plastic trash bag
ハンカチ handkerchief
ちり紙 pocket tissues
敷物(レジャーシート） sit-upon ('leisure sheet')
おしぼり damp towel for hands (oshibori)
筆記用具 pencils and case
雨具(カッパ） rain wear (kappa)
折りたたみ傘 folding umbrella

薬 medicines
下着 undergarments
靴下 socks
パジャマ pajamas
タオル towel
洗面用具 washing products
保険証のコピー copy of health insurance card
旅行のしおり travel information handout
旅行かばん travel bag
時計 watch

軍手 work gloves
カマ scythe
雑巾 dustcloths
たわし scrub brush
ゴム手袋 rubber gloves
スコップ trowel
シャベル shovel

年 year
組 class
児童生徒氏名 student name
保護者氏名 parent/guardian name
参加者氏名 name of attendee
出席 present
欠席 absent
遅刻 late

参加 participate
不参加 not participate
委任状 proxy
　　
理由 reason
風邪 cold (illness)
頭痛 headache
腹痛 stomachache
発熱 fever
怪我 injury/wound
通院 medical consultation
旅行 travel
葬儀 funeral
外国人登録 foreigner registration  (gaikokujin touroku)

通知文用語
(持ち物）

遠足

宿泊学習

奉仕作業

出欠

届け出

理由


