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北京日本人学校 保護者委員会執行部

保護者の皆さま
日本への一時帰国が難しい状況（日本から荷物を送るのもなかなか大変な状況）にある中で、

2022 年度に向けた学用品の準備・購入でお困りの家庭もある思います。少しでもお役に立てるよう、学
校にも情報提供をいただき、「中国でどんなものを買ったらよいのか？」「どこで買えるのか？」など・・・学用
品情報をまとめました。購入の参考になれば幸いです。

【注意事項】
※この「学用品情報」は、学校からの情報・意見を参考に、パンダ会で独自調査したものであり、あく
までも参考です。最終的な判断は各ご家庭で行って下さい。購入に関するトラブル等は、パンダ会
で責任は負いかねます。予めご了承下さい。

※商品・メーカー・販売店の情報は参考としての一例です（回し者ではありません）。
※購入を強制するものでも、推薦するものでもありません。これら以外の購入も可能です。
※情報は発行時のものであり、リンク先や内容が変更される場合もありますので、ご注意下さい。

【QR コード読み込み方法】
※携帯電話で操作する場合、学習用品情報 PDF内の対象QR コードをスクリーンショットし、画像保存する。

①→
各アプリを開く

②→
トップ画面の QR コード
読み取りボタンをクリック

③→
携帯本体アルバムか
ら写真選択のボタンを
クリック。

④
リンク先表示

ジンドン
（京東）

→読み込み後、
自動的に該当用
品が表示される

タオバオ
（淘宝）

→読み込み後、
自動的に該当用
品が表示される

パンダ会提供! 学用品情報



●音楽
☆アドバイス（共通）☆
 あまりにも安い楽器はきちんとした音が出ず、授業に支障が出る可能性があるので、避けた方が

よいです。
 メーカーは、YAMAHA、AULOS、SUZUKI をおすすめします（日本製の方がなお良いです）。
品名・購入アドバイス・キーワード ここで買えます！（例）

【鍵盤ハーモニカ】
★このメーカー・型番なら確実！
SUZUKI MX-32D
（SUZUKI 中国製）

★ネット検索キーワード！
鍵盤ハーモニカ：口风琴

京東 タオバオ

【吹き口】
★このメーカー・型番なら確実！
SUZUKI MP-102
（SUZUKI 中国製）

★ネット検索キーワード！
ホース：长吹管
吹き口：短吹嘴
アクセサリー：配件

京東 タオバオ

↓リコーダーに続く



【ソプラノリコーダー】
★アドバイス
 小学生には運指が容易なジャーマン
式がおすすめです。

★このメーカー・型番なら確実！
ヤマハ YRS-301Ⅲ(日本製)
ヤマハ YRS-23（インドネシア製）
ゼンオン 130G
AULOS 502B-G

★ネット検索キーワード！
ヤマハ：雅马哈
AULOS：爱乐斯
ジャーマン式：德式
ソプラノ：高音
リコーダー：竖笛

京東 日本製 タオバオ 日本製/インドネシア製選択可

タオバオ AULOS 日本製
※德式を選択してください。

【アルトリコーダー】
★アドバイス
 アルトリコーダーは音色が美しいバロッ
ク式がおすすめです。

★このメーカー・型番なら確実！
ブレッサン G ー１A
ヤマハ YRA ー 38BⅢ(バロック式)
※この型番は中国国内で入手困難。

ヤマハ YRA ー 28BⅢ
※この型番なら中国国内でも入手可
能。38BⅢと音階や指(運指)に違い
は無し。

★ネット検索キーワード！
ヤマハ：雅马哈
アルト：中音
バロック式：英式

京東 日本製 タオバオ 日本製



●図工（絵具）
☆アドバイス（共通）☆
 絵の具はサクラクレパス社（櫻花）のマット水彩が望ましいです。他メーカーだと、色味や発色が

うまく出ないことがあります。
品名・購入アドバイス・キーワード ここで買えます！（例）

【絵の具セット】
★アドバイス
 絵の具はサクラクレパス社（櫻花）
のマット水彩が望ましいです。

★このメーカーなら確実！
SAKURA（櫻花）

★ネット検索キーワード！
さくら：櫻花
絵の具：水彩颜料
絵の具セット：水彩颜料套装

京東 タオバオ

【筆】
★アドバイス
 中太筆と細
★このメーカーなら確実！
SAKURA（櫻花）

★ネット検索キーワード！
丸筆：圆头笔
日本製輸入品：日本原装进口 京東 タオバオ

【パレット】
★アドバイス
・ 絵の具を出す小さい部屋と色を混
ぜる大きい部屋があるパレット。
★このメーカーなら確実！
SAKURA（櫻花）

★ネット検索キーワード！
パレット：水彩颜料调色盘

絵の具を出す小さい部屋と色を混ぜる
大きい部屋があるパレット：18 格水
彩颜料调色盘

京東 タオバオ



【絵の具】
★アドバイス
 絵の具はサクラクレパス社（櫻花）
のマット水彩が望ましいです。

★このメーカーなら確実！
SAKURA（櫻花）

★ネット検索キーワード！
絵の具セット：水彩颜料套装
絵の具ばら売り：水彩颜料单支 京東セット 京東ばら売り タオバオセット/ばら売り選択可

【バケツ】
★アドバイス
・ 3～４部屋に仕切られていて、大き
くて底が深い安定して置ける筆洗バケ
ツ。

★このメーカーなら確実！
SAKURA（櫻花）

★ネット検索キーワード！
バケツ：水彩洗笔筒
収納タイプ：三重组合可拆分组装

京東 収納タイプ タオバオ 収納タイプ

京東 バケツタイプ タオバオ バケツタイプ



●書写（毛筆）
☆アドバイス（共通）☆
 小3小 4 は手がまだ小さく、力加減が難しい場合もあるので、扱いやすいものが良いです。
 筆の軸は、持ち手の下部が太くなっているものの方が、小学生でも扱いやすいです。
 毛は、固めの方が扱いやすいです（茶色い毛のもの）。

 細筆は、小 5小 6及び中学部はなくても大丈夫です。
 小3小 4 は手がまだ小さいので、中筆で兼用は扱いにくいかもしれません。
 小５小６と中学部の生徒には、作品を書く中筆で名前も書くように指導されています。

 学校の筆（忘れ物をした時の貸し出し用、兼毫筆）は以下の通りです。（参考イメージまで）

品名・購入アドバイス・キーワード ここで買えます！（例）

【習字セット】
★ネット検索キーワード！
お習字：毛笔书法
お習字セット：毛笔书法套装
※”日本”を付け加えるとヒットしやすく
なります。

京東 タオバオ

【墨汁】
★アドバイス
 「书画墨汁」「水墨画墨汁」と表記さ
れた墨汁は、水墨画用のもので、に
じみが出やすく、淡い色の墨汁なの
で、書道の授業や書き初めには適し
ません。

★ネット検索キーワード！
墨汁：书法墨汁，墨液
※”日本”を付け加えるとヒットしやすく
なります。 京東 タオバオ

↓筆に続く



【筆】
★アドバイス
 太さ：中筆（中筆で作品の文字も
名前も両用できます。※小3小4は
細筆があった方が望ましい）※書写
（ｖ毛筆）の授業や書き初めで
は、中筆程度の大きさで十分です。
 使用する半紙は小画仙紙です。
 毛の長さ：４～５センチ程度
 毛の色：
茶色い毛（馬毛のような硬い毛から
作られたもので楷書向き）
白と茶が混ざっている兼毫筆（硬い
毛と羊毛が混ざっているもので楷書行
書向き）

★ネット検索キーワード！
兼毫筆：兼毫笔
中筆：中号
細筆：小号

京東 タオバオ



●家庭科（裁縫道具）

品名・購入アドバイス・キーワード ここで買えます！（例）

【裁縫道具セット】
★アドバイス
以下のものが揃っていることが望ましい
です。

・糸切りばさみ ・裁ちばさみ ・巻尺（メ
ジャー）・ものさし ・手縫い糸（白系、
黒系、赤系など）・短針 ・長針 ・まち
針 ・折れ針入れ ・針さし・チャコペンシ
ル

★ネット検索キーワード！
裁縫セット：针线盒套装
※”日本”を付け加えるとヒットしやすくなりま
す。

京東 中国製 タオバオ 中国製

タオバオ 日本輸入品
※準備できる範囲で構いません。
※準備できないものについては、学校から貸し出していただくこともできます。



●その他
☆アドバイス（共通）☆
 検索の際に、日本、という文言を付け加えると、日本関連の商品が出てきます。
 月間販売数やコメント欄、店舗の信用度を参考にしながら購入されることをおすすめします。
 発送までの日数が早い店舗をおすすめします。
品名・購入アドバイス・キーワード ここで買えます！（例）

【文房具】
★アドバイス
STAD、KOKUYO、SAKURA がタ
オバオ、京東ともにあります。（STAD
の品揃えが良いです。3 メーカーで文
房具はだいたいカバーできると思いま
す。）
ご参考までに、中国大手の文房具メー
カーに得力や晨光があります。

★ネット検索キーワード！
箱型筆箱：日系笔盒
下敷き：垫板，写字垫板
鉛筆削り：削笔机，削笔器
油性ペン：油性笔
色鉛筆：彩色铅笔
クーピー：塑料蜡笔
クレヨン：软蜡笔
クレパス：油画棒
三角定規：三角尺
分度器：量角器
コンパス：圆规

文房具：文具

★店舗QR コード
STAD KOKUYO

京東店 タオバオ店 京東店 タオバオ店

SAKURA 得力
京東店 タオバオ店 京東店 タオバオ店

晨光
京東店 タオバオ店

↓まだ続きます



【体育用品】
★アドバイス
中国大手の運動用品メーカーに迪卡
侬、speedo、李宁などがあり、そこで
購入できます。
日本向けの商品は、タオバオや京東で
取り扱いのある個人店舗もあります。

★ネット検索キーワード！
縄跳び：跳绳

水着：泳衣
水泳帽：泳帽
ゴーグル：泳镜

水泳用巻きタオル：裹胸浴巾
子供、児童：儿童
※”日本”を付け加えるとヒットしやすくなりま
す。

★店舗QR コード
迪卡侬 speedo

京東店 タオバオ店 京東店 タオバオ店

李宁
京東店 タオバオ店

【上履き】
★ネット検索キーワード！
上履き：日本小学生室内鞋
※キーワードの中国語は、いわゆる日本スタ
イルの上履きが表示されさすいものを記載し
ています。

京東 タオバオ

【水筒】
★ネット検索キーワード！
水筒：水杯
魔法瓶：保温杯
THERMOS：膳魔师

ZOJIRUSHI：象印

京東 タオバオ



【お弁当箱】
★ネット検索キーワード！
お弁当箱：便当盒
保温：保温
THERMOS：膳魔师

ZOJIRUSHI：象印
TIGER：虎牌
SKATER：斯凯达

京東

タオバオ

【ランドセル】
★ネット検索キーワード！
ランドセル：日本小学生背包
輸入：进口
日本製：日本制
※キーワードの中国語は、ランドセルが表示さ

れやすいものを記載しています。

京東 タオバオ

以上


