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ジッダ日本人学校 

Ｊｅｄｄａｈ Ｊａｐａｎｅｓｅ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｓｃｈｏｏｌ 

  

新入学・編入学 

体験入学のご案内 



1 

 

 

入学までに，ご家庭で準備していただきたいもの 

 

１ かばん 

    本校ではかばんの指定はありません。現在の子どもたちは，ランドセル，リュッ
クタイプのカバン，ショルダータイプのかばんを使っています。 

 

２ 学用品   ※別表をご覧ください。体験入学の場合は可能な限りで構いません。 

   学用品の多くのものは，ジッダ市内（ジャリール，ステーショナリーファンタジ  
ーなどの文房具店）で入手できます。 ※ノートやその他一部の物を除く 

 

３ 通学服・靴 

（１）小学部・中学部とも学校指定の制服はありません。活動しやすく，脱いだり着た
りしやすいものを選んでください。 

 

（２）通学には，運動靴が便利です。校舎内も外履きで過ごします。集会室やＰＣ室に
は，靴を脱いで入室するので，履いたり脱いだりしやすいものがよいと思います。 

 
（３）「グラウンド等で活動・運動するための運動靴」も用意してください。この靴は

学校に置いておきます。 
 

４ 弁当 

 ・弁当箱，水筒などをご準備ください。 

 ・本校では，昼食時に多目的室で全校そろってお弁当を食べています。。 

 ※昼食後，歯みがきをしますので，歯ブラシ・歯みがき粉・コップをご準備ください。 

 

５ その他 

   学校行事ではありませんが，日本人会行事として「日本人祭り」があります。多
くの女子は浴衣を着て参加していますので，女子については準備されるとよいかと
思います。 

  

不明な点がございましたら，ジッダ日本人学校までお問い合わせください。 

   
ジッダ日本人学校 TEL ＋９６６－１２－６６４－３４３７ 

                 FAX ＋９６６－１２－６６４－２９６３ 

                     E-mail jjssa@jjs-japan.com   
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新入学・編入学にあたって 

 

１ 心の準備 

   入学を前にして，子どもの心は夢と希望と不安の入りまじった不安定な状態にな
っています。少しでも安定した気持ちを抱かせるようお願いいたします。 

    (1) 学校は遊んだり，勉強したり，楽しいところ。 

    (2) 先生はやさしく勉強を教えてくれること。 

    (3) 友だちと仲良く，よい子になること。 

 

２ しつけについて 

子どもの個人生活，共同生活の両面からその安全を図ったり，社会性を育てたり，
よい習慣を養っていただきたいと思います。しつけは，急に強く要求しないで，やさ
しく根気よくしつけることが大切です。ご両親が同じ方針をもち，時には，決めたこ

とを子どもと一緒になってすることも大事です。以下の点に留意いただくとよいと思
います。 

   (1) 明るく挨拶ができる。 

   (2) はっきりと返事ができる。 

   (3) しっかりと話を聞くことができる。 

   (4) 身の回りのことが，自分でできる。 

   (5) 朝は一人で起きることができる。 

   (6) 一人でトイレに行くことができる。 

    ※ノックをする。一人でできる。自分で流す。手をよく洗う。 

    ※入学後は，毎日登校前に用便をすます習慣をつけることが大切です。 

   (7) 偏食がないように。 

 

３ 学習の準備 

自分の名前を平仮名で書けるようになっているとよいでしょう。 
 

４ 集金日について（新入学・編入学児童生徒） 

ジッダ日本人学校では，次のように集金します。 

   (1) 入学金は新入学・編入学時のみ集金します。 

   (2) 授業料は毎月２０日頃に集金します。 

※長期休業前の集金の場合、２ヶ月分まとめてお支払いただく場合がございます。
（７月分と８月分、２月分と３月分） 

※教材費は原則として集金しません。 

※校外学習などの行事の際，昼食代などを徴収する場合もあります。徴収する場
合は，必ず文書でお知らせします。 

※体験入学の児童生徒の入学金、授業料は４頁を参照ください。 
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学校の一日 

  

１ 登校 

・朝は，コンパウンドが用意したリムジンなどで８時までに登校します。 

・リムジンのスケジュールは，学校から各ご家庭へお知らせします。 

２ 朝読書（日・火・木）／朝の英会話（Good  Morning  English）（月・水） 

（朝読書）・登校後，学習の準備が終わり次第，図書室にて全校朝読書を行います。 

（朝の英会話）・DVDやテキストを使って英会話の勉強をします。 

３ 朝の会 

・全校，またはクラスごとに朝の会を行います。 

・月初めには月例集会があり，校長先生のお話や児童生徒会の連絡があります。 

４ １～２校時の授業 

・学級担任や教科担任の先生との楽しい授業です。 

・小学校も一部教科担任制です。授業によって先生が変わります。 

５ 業間の時間 

・友だちと仲よく遊ぶ時間です。読書や縄跳び，児童生徒会の企画したゲームをすることも

あります。 

６ ３～４校時の授業 

・１～２校時の授業と同じです。 

７ 昼食 

・多目的室で全校でお弁当を食べます。先生たちも一緒に食べる楽しい時間です。 

・昼食後は，歯みがきをします。 

８ 休憩 

・みんなで元気よく遊んで午後の時間にそなえます。人数は少ないですが，みんなでいっし

ょになって楽しく遊びます。図書室で本を読んだり，教室で遊んだりする子もいます。 

９ 清掃 

・自分たちの手で学校をきれいにします。 

１０下校及び帰りの時刻 

・曜日や学年によって，下校時間が異なります。 

日・火・木：６時間授業／１５時２０分下校 

月・水  ：７時間授業／１６時１０分下校 です。 

・登校同様，コンパウンドのリムジンバス等で下校します。 

 



4 

 

本校の在籍と入学金・授業料について 

 
 

１ 在籍児童生徒 

・日本国籍を持つ者。 

・Iqamaを取得している者。 

・入学金…小学部４,０００ＳＲ，中学部４,２００ＳＲ。 

・授業料…年額で、小学部４８，０００ＳＲ 中学部５０，４００ＳＲを１２ヶ月で等分して納入す

る。（月額で、小学部４,０００ＳＲ、中学部４,２００ＳＲ）。 

 

２ 準在籍児童生徒 

・日本国籍をもつ者。 

・Iqamaを申請中で取得できていないが、本校在籍を希望している者。 

・入学金、授業料は在籍児童と同じ。 

 

３ 体験入学（最長 2か月） 

・日本国籍を持つ者。 

・短期の体験を希望する者。 

・入学金は不要。 

・授業料は「月額授業料÷２０×体験日数」。前納する。 

   ※その他、特殊事情につきましては、ご相談ください。 

 

４ 入学金・授業料 

 在籍児童生徒 準在籍児童生徒 体験入学 

入学金 小 ４,０００ＳＲ 

中 ４,２００ＳＲ 

在籍児童生徒に同じ なし 

授業料 小 ４,０００ＳＲ 

中 ４,２００ＳＲ 

在籍児童生徒に同じ 月額授業料÷２０×

体験日数（前納） 

 ※内進生（本校小学部卒業後、本校中学部に進学する者）の入学金は不要。 

※在籍児童生徒、準在籍児童生徒で、一旦退学し，同一年度内で再編入した場合の入学金は重ねて

徴収しない。年度が変わる場合は徴収する。 

※在籍児童生徒、準在籍児童生徒で 1年未満在籍予定の児童生徒は，入学金の額は，１つの学期の

み在籍の場合は３分の１を，２つの学期にまたがる場合は３分の２を，３つの学期にまたがる場

合は全額を支払う。 

※在籍児童生徒、準在籍児童生徒で、編入学あるいは退学する場合は、当月分の授業料は「月額

授業料÷２０×出席日数」で支払う。 

※在籍児童生徒、準在籍児童生徒は上記項目１，２にしたがい、在学中は毎月授業料を支払う。 

  

 

 

 

 

さらに詳細をお知りになりたい方は、以下にお問い合わせください。 

ジッダ日本人学校 学校メールアドレス jjssa@jjs-japan.com 

ジッダ日本人学校 校長 溝上 正弘  hirowien717@yahoo.co.jp 

 

mailto:jjssa@jjs-japan.com


 

 

 

西暦    年  月  日 

 

小・中学部 新入学・編入学願書 

 

ジッダ日本人学校 

校 長   溝上 正弘   宛 

 

                                         保護者              印 

 

 下記の者は，日本国籍を有し，日本国学校教育法の義務教育就学規定に基づく就学該当者

です。ジッダ日本人学校への（ 新入学 ・ 編入学 ）を希望しますので，許可くださるよう

お願いいたします。 

記 
 

 

小 ・ 中  学部    第    学年 

 

ふりがな 

児童・生徒氏名 

 

 

性 別 
 

 

平成   年（西暦   年） 

       月  日生 

ふりがな 

保護者名 

 

 
勤務先 

 

    TEL 

現住所 

（サウジアラビア） 

 

 

※未定の場合は「未定」とご記入ください。     TEL 

日本の連絡先 

 

 

                                        TEL 

入学前の経歴 

 
 
 

病歴等参考事項 

（学校へ知らせて

おきたいこと） 

 

 

 

最初の 

登校予定日 
   （   ）月（   ）日（    ）曜日 から 



 

 

西暦    年  月  日 

 

体験入学申込書 

 

ジッダ日本人学校 

 

校 長   溝上 正弘  宛 

 

                                         保護者名            印 

 

 下記の者，ジッダ日本人学校への体験入学を希望しますので，許可くださるようお願

いいたします。 

記 
 
 

ふりがな 

児童・生徒氏名 

 

 

性 別 
 

 

平成   年（西暦    年） 

       月   日生 

ふりがな 

保護者名 

 

 
勤務先 

 

    TEL 

現住所 

（サウジアラビア） 

 

 

※未定の場合は「未定」とご記入ください。     TEL 

希望学年 （※ 小 ・ 中 ）学部  第   学年 ※ 〇をつけてください。 

希望期間 平成   年（西暦    年）   月   日から   月   日まで 計（    ）日間 

授業料 
小学部：２００SR ×    日 ＝       SR 

中学部：２１０SR ×    日 ＝       SR 

病歴等参考事項 

（学校へ知らせて

おきたいこと） 

 

 

 

最初の 

登校予定日 
   （   ）月（   ）日（    ）曜日 から 



 

 

＜新入学・編入学時に準備する学用品＞ ご覧になり，不明な点がございましたら，ジッダ日本人学校までお問い合わせください。                                      

 小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中学 

国語 ・８マスノート １冊 

・１０マスノート ２冊 

・漢字ノート５０字 ３，

４冊 

・１０マスノート １冊 

・１２マスノート ２冊 

・漢字ノート８０～１０

０字 ３，４冊 

・縦１２行ノート２冊 

・縦１５行ノート１冊 

・漢字ノート１００～１

２０字 ３，４冊 

・習字用具，墨汁 

・縦１５行ノート２冊 

・縦１７行ノート１冊 

・漢字ノート１００～１

２０字 ３，４冊 

・習字用具，墨汁 

・縦１７行ノート３冊 

・漢字ノート１２０～１

５０字 ３，４冊 

・習字用具，墨汁 

・縦１７行ノート３冊 

・漢字ノート１２０～１５

０字 ３，４冊 

・習字用具，墨汁 

・大学ノート３冊 

・習字用具，墨汁 

 

・国語辞典＆漢字辞典 ・国語辞典＆漢字辞典 ・国語辞典＆漢字辞典 ・国語辞典＆漢字辞典 ・国語辞典＆漢字辞典 

算数（数学） ・１～１０±までの記数

のある横長ノート 1冊 

・１０×１４行マス縦長

ノート３冊 

・１０×１４行マス縦

長ノート３，４冊 

・３０㎝ものさし 

★5mm 中心リーダー入り 

10mm毎太罫入３，４冊 

・コンパス 

・三角定規 

・３０cm定規 

・１０～１５㎝定規 

★5mm 中心リーダー入り 

10mm毎太罫入３，４冊 

・コンパス 

・三角定規 

・分度器 

・３０cm定規 

・１０～１５㎝定規 

★5mm 中心リーダー入り 

10mm毎太罫入３，４冊 

・コンパス 

・三角定規 

・分度器 

・３０cm定規 

・１０～１５㎝定規 

★5mm 中心リーダー入り 

10mm毎太罫入３，４冊 

・コンパス 

・三角定規 

・分度器 

・３０cm定規 

・１０～１５㎝定規 

・１０mmまたは８mmマスノー

ト３，４ 冊 

・コンパス 

・三角定規 

・分度器 

・３０cm定規 

・１０～１５㎝定規 

※算数セットはご家庭にあれば持たせてくだ

さい（新しく購入する必要はありません）。 

理科   ★5mm 中心リーダー入り 

10mm毎太罫入３，４冊 

★5mm 中心リーダー入り 

10mm毎太罫入３，４冊 

★5mm 中心リーダー入り 

10mm毎太罫入３，４冊 

★5mm 中心リーダー入り 

10mm毎太罫入３，４冊 

・大学ノート３，４冊 

社会（生活）   

 

★5mm 中心リーダー入り 

 10mm毎太罫入３，４冊 

★5mm 中心リーダー入り 

10mm毎太罫入３，４冊 

★5mm 中心リーダー入り 

10mm毎太罫入３，４冊 

★5mm 中心リーダー入り 

10mm毎太罫入３，４冊 

・大学ノート３，４冊 

英語 ・アルファベットが書

けるノート１，２冊 

・アルファベットが書

けるノート１，２冊 

・アルファベットが書

けるノート１，２冊 

・アルファベットが書

けるノート１，２冊 

・アルファベットが書

けるノート１，２冊 

・アルファベットが書

けるノート１，２冊 

・英語ノート３，４冊 

・英和辞典，和英辞典（両方

が一冊になっているのも可） 

 

  

ジッダ日本人学校 

・日本のノートは現地ジッダでは手に入りにくいことをご承知おきください。 

・★のノートは        このようなマスが並ぶノートです。 



 

 

 小１ 小２ 小３ 小４・ 小５ 小６ 中学 

音楽 ・鍵盤ハーモニカ ・鍵盤ハーモニカ ・鍵盤ハーモニカ 

・ソプラノリコーダー 

鍵盤ハーモニカ 

・ソプラノリコーダー 

・鍵盤ハーモニカ 

・ソプラノリコーダー 

・鍵盤ハーモニカ 

・ソプラノリコーダー 

中学・ソプラノ＆アルトリ

コーダー 

図工（美術） ・クーピーか色えんぴつ 

・クレパスかクレヨン 

・色えんぴつ 

・彫刻刀 

・カッター 

・彫刻刀 

＜小中学部 全学年共通＞ 

・はさみ    ・のり    ・油性サインペン（黒） 

・水彩絵の具セット（パレット・筆・雑巾・絵具・水入れ） 

※白色を多く使います。ジッダでは手に入りにくいので，予備の白色単色を２，３本程度用意してください。 

体育 ・体育着（短パンまたはハーフパンツ，半袖シャツまたはＴシャツ ※２～３着くらい ／ 長袖シャツ，長ズボン ※１着くらい） 

・赤白帽  ※赤白帽は主に体育の学習，運動会の練習・本番で使用します。 

・運動靴（外用）      ・水着セット（水着，水泳帽子，ゴーグル，ビーチサンダル，ラッシュガード）  

※紫外線が強いので，ラッシュガードを着用することをお勧めします。児童生徒全員が着用しています。 

・短なわ（なわとび用）（幼児用のひも製ではないもの。ビニール製がよいです。） 

技家  ・裁縫セット（裁縫用具一式）   

その他 ・三角巾  ・エプロン  ・バンダナ（掃除用）   ・連絡帳 ※小学部高学年以上は大学ノートでもかまいません。 

・歯みがきセット（歯ブラシ・歯磨き粉・コップ）     ・ランチセット（弁当箱・水筒※ひもつきで首から提げられるもの・ナフキン）    ・雑巾 １学期に１枚程度 

・長袖・長ズボン・手袋（軍手または海用） ※海の遠足で使います。 

・レジャーシート ※校外学習等で使います。 

・バッグ（ナップザックやリュックサックなど） ※校外学習や遠足等で使います。 

・お道具箱 ※もっている方でかまいません。あると便利です。 

※持ち物には必ず記名してください。 

※筆記用具ですが，小学部はシャープペンシルではなく鉛筆（HB～２B・４B）を使います。下敷きについては，小・中学部ともご用意ください。筆箱の中には鉛

筆５～６本、赤鉛筆・青鉛筆（高学年はボールペン可）、サインペン油性１本、１５㎝程度のミニ定規を入れます。 

※アラビア語のノートは学校で準備します。 

※習字用の半紙は，学校で準備します。 


