新小学１年生（2019 年度）の持ち物についてのお知らせ
□筆記用具：
□筆箱
□鉛筆５本程度（B・2B などやわらか目のものが望ましい）
□赤鉛筆
□消しゴム（よく消えるもの）
□黒の油性マーカー（名前ペンあるいは Sharpie ultra fine point／教材記名用）
□定規（メモリは cm もの、１５ｃｍ程度、筆箱に入る長さ）
□下敷き
□付箋（Post-it）（1x3 インチあるいは 25mmx75mm くらいの大きさ）－辞書引きで使用します。
1 年生：付箋は５月から使用

□道具類：道具箱に入れ教室においておくもの
□道具箱（右の写真は、規定サイズ内の道具箱の例）

サイズが 23cm×15cm×7cm（9in×6in×2-3/4in）以内のもの。市販のものもありますが、幼稚園で使用していた
道具箱や、空き箱でも構いません。個人用ボックス（カビー）の大きさを配慮してのものですので、必ず規定サイ
ズ内のものをご用意ください (Pencil Box, 8 ½ x 5 ½ inches 等)。

□はさみ
□スティックのり
□液体のり （Elmer’s Glue-All Multi-Purpose Glue または同等の白いボンド状のり）
□色鉛筆（１２色程度）
□セロテープ
□通学用カバン
ランドセル・手さげ・バックパック・キャスター付バッグ(Wheeled Backpack)など、適当なものをご用意ください。
□水筒、水ボトル
登校日には忘れずに水筒、または水ボトルを持たせてください。
□教材や授業で使うもの （紀伊国屋サンノゼ店で取り扱っています）
□小学生の新レインボー漢字読み書き辞典 （学研） 判型:A5
□小学生用 国語辞典 （ふり仮名（ルビ）付のもの） －５月末から使用。
□学校指定のノート
＊指導の都合上、学校指定のものを利用しています。転入生ですでに利用中のものがある場合には、担任にご相談ください。

ノート名／商品番号

冊数

マス・行数

国語

こくご／L３１２Ｒ
かんじのがくしゅう/L３４１０

１冊

１２マス

漢字

２学期から使用。登校日ごとに１冊ずつ
使うため、計２冊必要です。

２冊

１ページ１文字

算数

さんすう／L１０７

１冊

７マス

□その他
□紅白帽子（1 年生～3 年生運動会のために４月末～６月に使用。紀伊国屋サンノゼ店で取り扱っています）。
利用期間が限られていますので担任から連絡があるまで、ご家庭で保管してください。

□三つ穴バインダー (Binder, 1 inch or 1 ½ inch, Letter Size)
サイズは、レターサイズ（11-1/2in x 8in）用で厚さ１インチ～１．５インチのもの。

□クリアポケット (Sheet Protectors, 8 ½ x 11 inches)
３穴バインダーにとじることのできるもの３０枚程度。

□タブインデックス (Index Dividers, 5-tab, 8 ½ x 11 inches)
３穴バインダーに入れてプリント類を種類ごとにを分けるために使います。（タブインデックスは５つのものが適当です。
必要に応じて増やしてください）

注：三育 WEB ページの下部→備忘録→持ち物リストに写真や詳しい説明をのせています。また一部、事務室にも見本が置
いてありますのでご参考になさってください。
注：文房具類は、紀伊国屋サンノゼ店を始め、OfficeDepot、Target などで購入できます。
注：持ち物は必ず記名してください。

新小学 2 年生（2019 年度）の持ち物についてのお知らせ
□筆記用具：
□筆箱
□鉛筆５本程度（B・2B などやわらか目のものが望ましい）
□赤鉛筆
□黒の油性マーカー（名前ペンあるいは Sharpie ultra fine point／教材記名用）
□消しゴム（よく消えるもの）
□定規（メモリは cm もの、１５ｃｍ程度、筆箱に入る長さ）
□下敷き
□付箋（Post-it）（1x3 インチあるいは 25mmx75mm くらいの大きさ）－辞書引きで使用します。
□道具類：道具箱に入れ教室においておくもの
□道具箱（右の写真は、規定サイズ内の道具箱の例）
サイズが 23cm×15cm×7cm（9in×6in×2-3/4in）以内のもの。市販のものもありますが、幼稚園で使用していた
道具箱や、空き箱でも構いません。個人用ボックス（カビー）の大きさを配慮してのものですので、必ず規定サイ
ズ内のものをご用意ください(Pencil Box, 8 ½ x 5 ½ inches 等)。

□はさみ
□スティックのり
□液体のり （Elmer’s Glue-All Multi-Purpose Glue または同等の白いボンド状のり）
□色鉛筆（１２色程度）
□セロテープ
□三角定規
□宿題・連絡物入れフォルダー(2 Pocket Folder, 8 ½ x 11 inches)
レターサイズ（11-1/2in x 8in）の紙が入るフォルダーをご用意ください。
□通学用カバン
ランドセル・手さげ・バックパック・キャスター付バッグ(Wheeled Backpack)など、適当なものをご用意ください。
□水筒、水ボトル
登校日には忘れずに水筒、または水ボトルを持たせてください。
□教材や授業で使うもの （紀伊国屋サンノゼ店で取り扱っています）
□小学生の新レインボー漢字読み書き辞典 （学研） 判型:A5
□小学生用 国語辞典 （ふり仮名（ルビ）付のもの）
□学校指定のノート
＊指導の都合上、学校指定のものを利用しています。転入生ですでに利用中のものがある場合には、担任にご相談ください。
＊漢字のノートは、１年生と同じ型番です。引き続き同じノートを使っていただいて構いません。

ノート名／商品番号

冊数

マス・行数

国語

こくご／L３１５Ｒ
かんじのがくしゅう/L３４１０

１冊

15 マス

漢字

登校日ごとに１冊ずつ使うため、計２冊
必要です。

２冊

１ページ１文字

算数

さんすう／L１１７

１冊

17 マス

□その他
□紅白帽子（1 年生～3 年生運動会のために４月末～６月に使用。紀伊国屋サンノゼ店で取り扱っています）。
利用期間が限られていますので担任から連絡があるまで、ご家庭で保管してください。

□三つ穴バインダー (Binder, 1 inch or 1 ½ inch, Letter Size)
サイズは、レターサイズ（11-1/2in x 8in）用で厚さ１インチ～１．５インチのもの。

□クリアポケット (Sheet Protectors, 8 ½ x 11 inches)
３穴バインダーにとじることのできるもの３０枚程度。

□タブインデックス (Index Dividers, 5-tab, 8 ½ x 11 inches)
３穴バインダーに入れてプリント類を種類ごとにを分けるために使います。（タブインデックスは５つのものが適当です。
必要に応じて増やしてください）

注：三育 WEB ページの下部→備忘録→持ち物リストに写真や詳しい説明をのせています。また一部、事務室にも見本
が置いてありますのでご参考になさってください。
注：文房具類は、紀伊国屋サンノゼ店を始め、OfficeDepot、Target などで購入できます。
注：持ち物は必ず記名してください。

新小学３年生（2019 年度）の持ち物について
■以下のものは、紀伊国屋サンノゼ店で購入できます。
□筆記用具：筆箱に入れてください。（下敷きを除く）
□鉛筆５本程度（B・HB が望ましい）
□赤鉛筆
□黒の油性マーカー（名前ペンあるいは Sharpie ultra fine point／教材記名用）
□プラスティック製消しゴム（よく消えるもの）
□筆箱
□定規（１５cm、筆箱に入る長さ）
□下敷き
□付箋（Post-it）1x3 インチあるいは 25mmx75mm くらいの大きさ
□道具類：道具箱に入れてください。（前学年の道具箱を使用する場合は、中身の補充と確認を）
□はさみ
□のり
□色鉛筆（１２色程度）
□三角定規
□コンパス（日本製で、鉛筆タイプ）
□セロテープ
□小学生の新レインボー漢字読み書き辞典 （学研） 判型:A5
□小学生用 国語辞典 （ふり仮名（ルビ）付をお勧めします。）
□学校指定のノート
＊ 指導の都合上、学校指定のものを使います。
＊ 転入生は、担任にご相談ください。（購入する必要がない場合があります。）
＊ 漢字のノートは宿題で交互に使うので、２冊必要です。
ノート名／商品番号

冊数

マス・行数

国語

／L７０５

１冊

５ミリ方眼

算数

／L７０５

１冊

５ミリ方眼

漢字

漢字の学習／L３４３０

２冊

１ページ２文字

□紅白帽子（運動会用） （４月末～６月のみ）
１～３年生は毎年運動会で紅白帽子を使用。担任から連絡があるまでご家庭で保管してください。
■以下については適当なものをご用意ください
□宿題・連絡物入れフォルダー (2 Pocket Folder, 8 ½ x 11 inches)
レターサイズ(11-1/2in x 8in）の紙が入るフォルダーをご用意ください。
□道具箱
サイズが 23cm×15cm×7cm（9in×6in×2-3/4in）以内のもの。市販のものもあ
りますが、空き箱でも構いません。サイズの指定は個人用ボックス（カビー）の
大きさを配慮してのものですので、必ず規定サイズ内のものをご用意ください(Pencil Box, 8 ½ x 5 ½
inches 等)。
□通学用カバン
ランドセル・手さげ・バックパック・キャスター付バッグなど基本的にカバンとして機能するものであれ
ば結構です。
□３穴バインダー (Binder, 1 inch, Letter Size)
サイズは、レターサイズ（11-1/2in x 8in）用で厚さ１インチのもの。
□タブインデックス (Index Dividers, 5-tab, 8 ½ x 11 inches)
３穴バインダーに入れて各教科を分けるために使います。タブは５つのものが適当です。
＊バインダーとディバイダーは４教科のプリント等を閉じて保管するためのものです。

□水筒、水ボトル
登校日には忘れずに水筒、または水ボトルを持たせてください。
注：三育 WEB ページの下部→備忘録→持ち物リストに写真や詳しい説明をのせています。また一部、事務室にも見本が
置いてありますのでご参考になさってください。
注：文房具類は、紀伊国屋サンノゼ店を始め、OfficeDepot、Target などで購入できます。
注：持ち物は必ず記名してください。

新小学４年生（2019 年度）の持ち物について
■以下のものは、紀伊国屋サンノゼ店で購入できます。
□筆記用具：筆箱に入れてください。（下敷きを除く）
□鉛筆５本程度（HB が望ましい）
□赤青鉛筆
□黒の油性マーカー（名前ペンあるいは Sharpie ultra fine point／教材記
名用）
□プラスティック製消しゴム（よく消えるもの）
□定規（１５cm、筆箱に入る長さ）
□筆箱
□下敷き
□付箋（Post-it）1x3 インチあるいは 25mmx75mm くらいの大きさ
□道具類：道具箱に入れてください。（前学年の道具箱を使用する場合は、中身の補充と確認を）
□はさみ
□のり
□色鉛筆（１２色程度）
□セロテープ
□三角定規
□コンパス（日本製で、鉛筆タイプ）
□分度器（小型・日本製が望ましい）
□小学生の新レインボー漢字読み書き辞典 （学研） 判型:A5
□小学生用 国語辞典 （ふり仮名（ルビ）付をお勧めします。）
＊

高学年の語彙に対応した辞書が必要です。３５０００語以上が目安となります。

□学校指定のノート
＊
＊
＊

指導の都合上、学校指定のものを使います。転入生で既に利用中のものがある場合には、担任にご相
談ください。（購入する必要がない場合があります。）
漢字のノートは宿題で交互に使うので、２冊必要です。
国語・算数のノートは、３年生と同じ型番です。引き続き同じノートを使っていただいても構いません。
ノート名／商品番号

冊数

マス・行数

国語

／L７０５

１冊

５ミリ方眼

算数

／L７０５

１冊

５ミリ方眼

漢字

漢字の学習／L３４３０

２冊

１ページ２文字

□紅白ハチマキ（運動会用） （４月末～６月のみ）
小４－中３は毎年運動会で紅白ハチマキを使用。担任から連絡があるまでご家庭で保管してください。

■ 以下については適当なものをご用意ください
□宿題・連絡物入れフォルダー (2 Pocket Folder, 8 ½ x 11 inches)
レターサイズ（11-1/2in x 8in）の紙が入るフォルダーをご用意ください。
□道具箱
サイズが 23cm×15cm×7cm（9in×6in×2-3/4in）以内のもの。市販のものもあり
ますが、空き箱でも構いません。サイズの指定は個人用ボックス（カビー）の大きさを配慮してのもの
ですので、必ず規定サイズ内のものをご用意ください(Pencil Box, 8 ½ x 5 ½ inches 等)。
□通学用カバン
ランドセル・手さげ・バックパック・キャスター付バッグなど基本的にカバンとして機能するものであれ
ば結構です。
□３穴バインダー (Binder, 1 inch, Letter Size) ＊バインダーとインデックスは４教科のプリント等を閉じて保管します。
サイズは、レターサイズ(11-1/2in x 8in）用で厚さ１インチのもの。
□タブインデックス (Index Dividers, 5-tab, 8 ½ x 11 inches)
３穴バインダーに入れて各教科を分けるために使います。タブは５つのものが適当です。
□水筒、水ボトル
登校日には忘れずに水筒、または水ボトルを持たせてください。
注：三育 WEB ページの下部→備忘録→持ち物リストに写真や詳しい説明をのせています。また一部、事務室にも見本が
置いてありますのでご参考になさってください（紀伊国屋サンノゼ店、OfficeDepot、Target などで購入可能）。
注：持ち物は必ず記名してください。

新小学５年生（2019 年度）の持ち物について
■以下のものは、紀伊国屋サンノゼ店で購入できます。
□筆記用具：筆箱に入れてください。（下敷きを除く）
□鉛筆５本程度（HB が望ましい）
□三色あるいは四色ボールペン
□蛍光ペン・黄色とピンクの 2 色 (Highlighter)
□黒の油性マーカー（名前ペンあるいは Sharpie ultra fine point／教材記名用）
□プラスティック製消しゴム（よく消えるもの）
□定規（１５cm、筆箱に入る長さ）
□筆箱
□下敷き
□道具類：道具箱に入れてください。（前学年の道具箱を使用する場合は、中身の補充と確認を）
□はさみ
□のり
□色鉛筆（１２色程度）
□セロテープ
□三角定規
□コンパス（日本製で、鉛筆タイプ）
□分度器（小型・日本製が望ましい）
□小学生の新レインボー漢字読み書き辞典（学研） 判型:A5
□小学生用 国語辞典 （ふり仮名（ルビ）付をお勧めします。）
＊ 高学年の語彙に対応した辞書が必要です。３５０００語以上が目安となります。
□学校指定のノート
＊ 指導の都合上、学校指定のものを使います。
＊ 転入生は、担任にご相談ください。（購入する必要がない場合があります。）
＊ 漢字のノートは宿題で交互に使うので、２冊必要です。
ノート名／商品番号

冊数

マス・行数

国語

国語／L４１７

１冊

１７行

漢字

漢字の学習／L３４５０

２冊

１ページ２文字

算数

算数／Ｌ２２７

１冊

２７行

□紅白ハチマキ（運動会用） （４月末～６月のみ）
小４－中３は毎年運動会で紅白ハチマキを使用。担任から連絡があるまでご家庭で保管してください。

■以下については適当なものをご用意ください
□宿題・連絡物入れフォルダー (2 Pocket Folder, 8 ½ x 11 inches)
レターサイズ(11-1/2in x 8in）の紙が入るフォルダーをご用意ください。
□道具箱
サイズが 23cm×15cm×7cm（9in×6in×2-3/4in）以内のもの。市販のものもあり
ますが、空き箱でも構いません。サイズの指定は個人用ボックス（カビー）の大き
さを配慮してのものですので、必ず規定サイズ内のものをご用意ください(Pencil Box, 8 ½ x 5 ½
inches 等)。
□通学用カバン
ランドセル・手さげ・バックパック・キャスター付バッグなど基本的にカバンとして機能するものであれ
ば結構です。
□３穴バインダー (Binder, 1 inch, Letter Size)
サイズは、レターサイズ（11-1/2in x 8in）用で厚さ１インチのもの。
□タブインデックス (Index Dividers, 5-tab, 8 ½ x 11 inches)
３穴バインダーに入れて各教科を分けるために使います。タブは５つのものが適当です。
＊バインダーとディバイダーは４教科のプリント等を閉じて保管するためのものです。

□水筒、水ボトル
登校日には忘れずに水筒、または水ボトルを持たせてください。
注：三育 WEB ページの下部→備忘録→持ち物リストに写真や詳しい説明をのせています。また一部、事務室にも見
本が置いてありますのでご参考になさってください。
注：文房具類は、紀伊国屋サンノゼ店を始め、OfficeDepot、Target などで購入できます。
注：持ち物は必ず記名してください。

新小学６年生（2019 年度）の持ち物について
■以下のものは、紀伊国屋サンノゼ店で購入できます。
□筆記用具：筆箱に入れてください。（下敷きを除く）
□鉛筆５本程度（HB が望ましい）
□蛍光ペン・青、黄、ピンクの 3 色 (Highlighter)
□黒の油性マーカー（名前ペンあるいは Sharpie ultra fine point／教材記名用）
□プラスティック製消しゴム（よく消えるもの）
□定規（１５cm、筆箱に入る長さ）
□筆箱
□下敷き
□道具類：道具箱に入れてください。（前学年の道具箱を使用する場合は、中身の補充と確認を）
□はさみ
□のり
□色鉛筆（１２色程度）
□セロテープ
□三角定規
□コンパス（日本製で、鉛筆タイプ）
□分度器（小型・日本製が望ましい）
□小学生の新レインボー漢字読み書き辞典 （学研） 判型:A5
＊

転校生の方は、担任にご相談ください。（購入する必要がない場合があります。）

□小学生用 国語辞典
＊
＊

（ふり仮名（ルビ）付をお勧めします。）

転校生の方は、担任にご相談ください。（購入する必要がない場合があります。）
高学年の語彙に対応した辞書が必要です。３５０００語以上が目安となります。

□学校指定のノート
＊
＊
＊
＊

指導の都合上、学校指定のものを使います。前学年のものを使い終わったら、購入してください。
転入生は、担任にご相談ください。（購入する必要がない場合があります。）
漢字のノートは宿題で交互に使うので、２冊必要です。
ノートは、５年生と同じ型番です。引き続き同じノートを使っていただいても構いません。
科 目

ノート名／商品番号

冊数

マス・行数

国語

国語／L４１７

１冊

１７行

漢字

漢字の学習／L３４５０

２冊

１ページ２文字

算数

算数／Ｌ２２７

１冊

２７行

□紅白ハチマキ（運動会用） （４月末～６月のみ）
小４－中３は毎年運動会で紅白ハチマキを使用。担任から連絡があるまでご家庭で保管してください。

■以下については適当なものをご用意ください
□宿題・連絡物入れフォルダー (2 Pocket Folder, 8 ½ x 11 inches)
レターサイズ(11-1/2in x 8in）の紙が入るフォルダーをご用意ください。

□道具箱
サイズが 23cm×15cm×7cm（9in×6in×2-3/4in）以内のもの。市販のものもあります
が、空き箱でも構いません。サイズの指定は個人用ボックス（カビー）の大きさを配慮してのものですので、必ず
規定サイズ内のものをご用意ください(Pencil Box, 8 ½ x 5 ½ inches 等)。

□通学用カバン
ランドセル・手さげ・バックパック・キャスター付バッグなど基本的にカバンとして機能するものであれば結構です。

□３穴バインダー (Binder, 1 inch, Letter Size)
サイズは、レターサイズ（11-1/2in x 8in）用で厚さ１インチのもの。

□タブインデックス (Index Dividers, 5-tab, 8 ½ x 11 inches)
３穴バインダーに入れて各教科を分けるために使います。タブは５つのものが適当です。
＊バインダーとディバイダーは４教科のプリント等を閉じて保管するためのものです。

□水筒、水ボトル
登校日には忘れずに水筒、または水ボトルを持たせてください。

注：三育 WEB ページの下部→備忘録→持ち物リストに写真や詳しい説明をのせています。また一部、事務室にも見
本が置いてありますのでご参考になさってください。
注：文房具類は、紀伊国屋サンノゼ店を始め、OfficeDepot、Target などで購入できます。
注：持ち物は必ず記名してください。

