
 

Niji-Iro 2019-20 Supply List 
年度  にじいろ小学校  学習用具表 

 

Kindergarten  

Crayons/ 
10 Glue sticks／のり（本） 
Small Liquid Elmer's Glue  
Washable Markers／水性マーカー 
Dry Erase markers with eraser on end (any color)／ホワイトボードマーカー 
2 of the One Subject Notebooks:  1 Green, 1 Red　　 
Scissors  はさみ 

Tape 

Box of Pencils    ２Bの鉛筆　　　　　　　　　 

** Classroom supplies listed above will be shared among all students. There is no need 
to label items with student names. 上記の物は共用で使うので、お名前を記入する必要はあり

ません。** 

Personal supplies: 

Backpack (no backpacks with wheels, please)／リュックサック（車輪がついていないもの） 
An extra set of clothing (including underwear)／おき替え 
Water thermos (water or tea only – no sugary caffeinated drinks please!)／水筒（水／お茶用） 
Headphones labeled with name in a ziplock bag (inexpensive headphones can be found at Five 
Below) 
 
Donating any of the following items to class supplies would be appreciated. 

下記の文房具類の寄付をお願いします。 

white polymer erasers　消しゴム（白い、良く消えるもの） 

Tissues　ティッシュ 

Gallon or sandwich sized Ziploc bags 

Clorox wipes　Clorox brandのぬれティッシュ（掃除用、大人専用） 

Clear sheet protectors 

Origami Paper 

Baby wipes 

 



 

 

1st Grade   Niji-Iro 2019-20 Supply List  2019  

年度  にじいろ小学校  学習用具表 
These items will be personal belongings. Please mark them clearly with the student 
name.  

下記の持ち物は、個人用です。一つ一つに名まえを書いてください。 

Backpack 

Reusable water bottle 

2 Kokugo plastic three prong folders 

国語用、三つ穴のファイル。（プラスチックのものが好ましい。） 

4 wide rule composition notebooks (3 plain, 1 of any color/design) 

3-Ring Binder for Japanese Language Learners (1.5” - 2.0”) 

Headphones (to be kept in the classroom) Labeled with child's name (in a labeled ziploc bag).  A good 
place to purchase is at Five Below. 

 
These items will be shared and used throughout the year (please do not write your 
name):  
下記の持ち物は、クラスで共用します。名まえをせずに 

Pencils #2 

Washable markers 

glue sticks　スティックのり 

colored pencils　色鉛筆 

dry erase markers (black) 　ホワイトボード用のペン 

white polymer erasers　消しゴム（白い、良く消えるもの） 

origami paper (optional) おりがみ 
 

Donating any of the following items to class supplies would be appreciated. 

下記の文房具類の寄付をお願いします。 

Extra fine point dry erase markers 

Gallon Ziploc bags　ジップロック（ガロン・サンドイッチサイズ） 

Baby wipes ウェットティッシュ（無香料のもの、児童専用） 

Paper Towels　ペーパータオル 



 

2nd Grade Niji-Iro 2019-20 Supply List  2019年度  にじいろ小学校  学習用具表 
 

1. These items will be shared and used 
throughout the year (please do not write your 
name):  
  

● 3  white high polymer eraser 
● 4-5 glue sticks  
● 1 pair of scissors  
● 1 black sharpie marker  
● 2 highlighters  
● 3 whiteboard dry erase markers  
● Mini whiteboard  
● 2 small scotch tape  

 
2. Please write your name on the following 
items: 

● 1 half inch white binder  
● 2 (one green and one red) plastic 3 

holed-punched 2-pocket folders. The 
folders need to fit into the white binder.  

● 2 spiral bound notebooks  
● Headphones labeled with child's name 

(in a labeled ziploc bag).  A good place 
to purchase is at Five Below.  

 
3. Donations  

● Gallon size zip-lock bags  
● Sandwich size zip-lock bags 
● Kleenex  
● disinfectant wipes 
● Thin and regular size markers 
● Origami 
● Clear sheet protectors 
● Box of color pencils  
● 12 inch ruler  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

１、記名しないで持ってくるもの（みんなで使います） 
 
 
 

　　・消しゴム３こ(白い、よくきえるもの）  
　　・スティックのり4- 5 個 
　　・はさみ１本 
　　・黒の油性ペン（シャーピー）１本 
　　・蛍光ペン２本 
　　・ホワイトボード用マーカー３本 
　　・小さいホワイトボード 
　　・小さいテープ 
 
２、記名して持ってくるもの（個人で使います） 
　　・幅が１／２インチの白バインダー１つ（宿題用） 
　　・プラスチックフォルダー２つ　 
               ※白い宿題用バインダーに綴じる。 

（緑と赤、三つ穴、２つポケット）　 
　　・スパイラルノート 
　　　（針金で綴じられているノート）２冊　 
　　・ヘッドフォン（記名をする）ジップロックにも記名 
　　　をしてその中に入れる。ファイブビローのようなお　
　　店で安く購入できます。 
 
<寄付のお願い> 
・ガロンサイズのジップロック 
・サンドイッチサイズのジップロック 
・箱ティッシュ 
・ウェットティッシュ（無香料のもの） 
・マーカー（太いもの、細いもの） 
・色鉛筆 
・折り紙 
・シートプロテクター 
・１２インチ（30cm)ものさし 

  
 



 

3rd Grade Niji-Iro 2019-20 Supply List  2019年度  にじいろ小学校  学習用具表 
 
Supplies for individual use (name on supplies): 個人用（すべてに記名する） 

● 7  wide ruled composition notebooks　コンポジッションノートブックと呼ばれる綴

られたノート7冊　ワイド幅 
● Scissors　ハサミ 
● Headphones/earbuds (labeled in ziplock bag)　ヘッドフォーンをジップロック袋に

入れて 
● Yellow plastic folder with prong clips (JLA)　JLAクラス用黄色のプラスチックフォル

ダー金具付き　　ORまたは　Green plastic folder with prong clips (Kokugo)　国語

の緑のプラスチックフォルダー金具付き 
● Set squares, compass, ruler (needed for math, if students want their own)　三角定

規、コンパス、定規　（算数で自分のものを使いたい人は揃えてください） 
● 1 plastic folder, any color (science/social studies)　プラスティックフォルダー理科・

社会用１つ（何色でもよい）  
● 小学生用の国語辞典　（Kokugo class only) 

 
Supplies for classroom use (no name):　クラス共有用（記名しないでください） 

● Highlighters (variety of colors)　蛍光ペン（何色でもOK） 
● Packs of 24-count Crayola colored pencils　Crayolaの色鉛筆24本セット 
● Packs of Crayola markers 　Crayolaのマーカーセット 
● Elmer’s glue sticks- preferably pack of 12 (we use often and run out very quickly) 

*NO liquid glue　Elmerののり１2本セット（たくさん使ます） 
● Red pens　赤ペン 
● Papermate- black flair tip markers　Papermateの黒ペン 
● 2B pencils　２B鉛筆（HBより濃いものであればOK） 

ORまたは Ticonderoga #2 pencils ONLY　Ticonderogaの＃２鉛筆 
● White polymer erasers　White polymerの消しゴム 
● Expo dry erase chisel markers (variety of colors)　Expoの太いマーカー 
● Expo dry erase fine- tip markers (variety of colors)　Expoの細いマーカー 
● Post-it notes 　ポストイット 
● Index cards　インデックスカード 

 
Others:　その他クラス用 

● Kleenex tissue　ティッシュ 
● Hand sanitizer　手の消毒液 
● Mr. Clean magic erasers　Mr.Cleanのマジックイレーサー 
● Wipes　ウェットティッシュ 
● Mints (individually wrapped)　ミント（一つ一つが包装してあるもの） 
● Ziplock bags (snack and sandwich size)　ジップロックの袋（スナックサイズ、サン

ドイッチサイズ） 
● Healthy snacks (pretzels, cheez-its, senbei crackers, etc)　クラス用おやつ（プレッ

ツエル、チージッツ、クラッカーなどヘルシーなもの）  



 

4th Grade   Niji-Iro 2019-20 Supply List  2019年度  にじいろ小学校  学習用具表 

Personal Items: Please label with names （個人用で名前を記入するもの） 
● 2  2 pocket folders  2つ穴でポケットのあるフォルダー（青以外） 
● 1 blue plastic 2 pocket folder with 3 prongs for Kokugo/JLA　３つ穴でポケットのある

フォルダー（青） 
● ½ inch binder  
● 2 wide-ruled composition notebook　罫線ノート 　 
● 1 pair school scissors　はさみ 
● Headphones or earbuds in a labeled ziploc bag 　ヘッドフォン（記名したジップロック

に入れてください） 
● set squares, protractor set , and compass (ruler also ok) for math if they want their own. 

定規、三角定規、分度器のセット、コンパス（日本のものをおすすめしています） 
 
Shared Items: Please do NOT label with names　（クラスで共有するもの） 

● 1 pack white erasers (no pencil toppers, toy erasers, or “nerikeshi,” please)　消しゴム

（鉛筆の後ろの消しゴムやデザインされた消しゴム、練り消し以外） 
● 1 pack glue sticks　スティックのり 
● Red pencils 赤鉛筆 
● 1 set fine point dry erase markers　細いホワイトボード用のマーカー 
● Kokugo students only: 2B (or darker) pencils　２B以上の濃い鉛筆 
● Kokugo students only: 1 pack white erasers　柔らかい消しゴム 

 
Optional Class Donations: These items would be a big help if you are able to bring them!!
　（その他にクラスで必要なもの） 

● Mr. Clean Magic Erasers　（通常の食器洗いスポンジとは異なります。） 
● Tissues 　箱ティッシュ 
● Disinfectant wipes for desks　ウェットティッシュ 
● Letter size clear sheet protectors　シートプロテクター 

 
国語クラスの方へ 
　国語辞典と漢字辞典を使いますので、購入をお勧めしています。小学生用のものをご用意く

ださい。 国語ノート　(10mm x 10 mm） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5th Grade  Niji-Iro 2019-20 Supply List  2019年度  にじいろ小学校  学習用具表 
Personal Supplies　（個人で必要なもの） 

● A 1-inch ring binder with clear pocket front.  (reading binder) 
● Tabbed page dividers 　ファイル用ページディバイダー 
● 2 plastic two-pocket folders with 3 brads プラスチック製の２ポケットフォルダー（三つ

のピンつき） 
● 4 composition wide-ruled notebooks 
● A ruler and compass for math. 　算数用の定規とコンパス 
● A pencil box to hold: 　アメリカのプラスティックの筆箱にいれるもの（名前を書く） 

o 12-24  standard wood pencils　鉛筆　12～24本 
o One set colored pencils 　色鉛筆セット 
o One set markers　水性マーカーセット 
o One pair of scissors　はさみ 
o 2+ erasers 　消しゴム 
o Colored highlighters  (Yellow, pink, green, blue) 蛍光ペン 
o glue sticks　スティックのり 
o crayons (24 pack, optional)クレヨン（２４色） 

● Headphones labeled with child's name (in a labeled ziploc bag).  A good place to 
purchase is at Five Below. ヘッドフォン（ジップロックに名前を書いてその中に保管）
Five Belowというお店で購入できます。 

 
Shared Supply Donations　（クラス用） 

● 3 boxes of Kleenex each  (enough for a year’s worth of sniffles)　ティッシュ3箱 
● 3  sanitizer  wipes   ウェットティシュ　3つ 
● 1 large pump bottle of hand sanitizer each　消毒用ボトル　１つ 
● Extra #2 pencils　鉛筆　教室用 
● Extra  erasers  消しゴム　教室用 
● Glue sticks　スティックのり 
● Wide ruled filler paper　線のついた紙（ルーズリーフ） 
● Tabbed page dividers 　ファイル用ページディバイダー 
● Letter size clear sheet protectors　シートプロテクター 
● Sticky notes ふせん 
● Index cards　インデックスカード 
● 1 pack of fine point dry erase markers　細いホワイトボード用マーカー１パック 
● 1 pack of thick tip dry erase markers 　太いホワイトボード用マーカー1パック 
● Ziploc sandwich- and gallon-size bags　袋ジップロック　サンドイッチ・ガロンサイズ 
● ＊Mr.Clean Magic Erasers マジックイレーサー（通常の食器洗いスポンジとは異なりま

す。） 
● Healthy snack (cracker, pretzel, unsweetened cereal etc)　健康的なおやつ 

 
 
Kokugo Class　（国語クラス用） 

● 上記のほかに、小学生用の国語辞典の購入をお勧めしています。 
 
 

 



 

6th Grade  Niji-Iro 2019-20 Supply List  2019年度  にじいろ小学校  学習用具表 
Personal Supplies　（個人で必要なもの） 

● A 1-inch ring binder with clear pocket front.  (reading binder) 
● Tabbed page dividers 　ファイル用ページディバイダー 
● 4 plastic two-pocket folders with 3 brads プラスチック製の２ポケットフォルダー（三つ

のピンつき） 
● 3 composition wide-ruled notebooks 
● set squares, protractor set , and compass (ruler also ok) for math if they want their own. 

定規、三角定規、分度器のセット、コンパス（日本のものをおすすめしています) 
● A pencil box to hold: 　アメリカのプラスティックの筆箱にいれるもの（名前を書く） 

o 12-24  standard wood pencils　鉛筆　12～24本 
o One set colored pencils 　色鉛筆セット 
o One set markers　水性マーカーセット 
o One pair of scissors　はさみ 
o 2+ erasers 　消しゴム 
o Colored highlighters  (Yellow, pink, green, blue) 蛍光ペン 
o glue sticks　スティックのり 
o crayons (24 pack, optional)クレヨン（２４色） 

● Headphones labeled with child's name (in a labeled ziploc bag).  A good place to 
purchase is at Five Below. ヘッドフォン（ジップロックに名前を書いてその中に保管）
Five Belowというお店で購入できます。 

 
Shared Supply Donations　（クラス用） 

● 3 boxes of Kleenex each  (enough for a year’s worth of sniffles)　ティッシュ3箱 
● Extra #2 pencils　鉛筆　教室用 
● Extra  erasers  消しゴム　教室用 
● Wide ruled filler paper　線のついた紙（ルーズリーフ） 
● Letter size clear sheet protectors　シートプロテクター 
● 1 pack of fine point dry erase markers　細いホワイトボード用マーカー１パック 
● 1 pack of thick tip dry erase markers 　太いホワイトボード用マーカー1パック 
● Ziploc sandwich- and gallon-size bags　袋ジップロック　サンドイッチ・ガロンサイズ 
● ＊Mr.Clean Magic Erasers マジックイレーサー（通常の食器洗いスポンジとは異なりま

す。） 
 
 
Kokugo Class　（国語クラス用） 

● 上記のほかに、小学生用の国語辞典の購入をお勧めしています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MUSIC  
＊Class use (no name)  

● #2 pencils  
● Clear Sheet Protectors (3 holes) 
● 1 pack of oil pastels (12 or more colors) 
● 1 pack of colored pencils (12 or more colors) 
● 1 pack of markers (12 or more colors) 
● 1 any color sharpie marker   
● 1 any color whiteboard markers  
● Bottled  Hand Soap 
● Kleenex  
● baby wipes or disinfectant wipes 

 
＊Individual Use (with name) 

● 1 one inch white binders  (students can use what they used for previous year) 
 
 
 
音楽クラス　学習用具表 
＊記名しないで持ってくるもの（みんなで使います） 

● えんぴつ（♯２） 
● シートプロテクター（三つ穴のもの） 
● ２４色オイルクレパス１箱　（１２色以上） 
● 色鉛筆１箱　（１２色以上） 
● マーカー１箱　（１２色以上） 
● 油性ペン１本 （何色でも可） 
● ホワイトボード用マーカー　（何色でも可） 
● ハンドソープ 
● 箱ティッシュ 
● ウェットティッシュ（無香料のもの） 

 
＊記名して持ってくるもの（個人で使います） 

● 幅が１インチの白バインダー１つ（前年度に使用していたもの） 
 


