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別表（１）教科の授業で使用する学用品
※教科以外で必要となる学用品については、別表（２）「入学時の学用品」を参考にしてください。
※あくまで目安です。状況により、ノートの使用量は前後します。また、それぞれの学用品が用意できない場合は、下記に準じたもので結構です。

小学１年（※） 小学２年 小学３年 小学４年 小学５年 小学６年

8マスﾉｰﾄ ×1 冊 12マスﾉｰﾄ ×1 冊 縦 12 行ﾉｰﾄ ×1 冊 縦 15 行ﾉｰﾄ ×1 冊 縦 15 行ﾉｰﾄ ×1 冊 縦 15 行ﾉｰﾄ ×1 冊

10マスﾉｰﾄ ×2冊 15マスﾉｰﾄ ×2 冊 （中央線があるとよい）（中央線があるとよい） 漢字ﾉｰﾄ 150 字 ×3 冊 漢字ﾉｰﾄ 200字 ×3 冊

国語 漢字ﾉｰﾄ 50 字 ×2冊 漢字ﾉｰﾄ 84 字×1冊 漢字ﾉｰﾄ120 字 ×3冊 漢字ﾉｰﾄ 150 字 ×3冊

漢字ﾉｰﾄ104字×2冊

黒フェルトペン 黒フェルトペン 黒フェルトペン（中）２本 国語辞典、習字セット､ 国語辞典、習字セット､ 国語辞典、習字セット､

（中・太）各２本 （中・太）各２本 国語辞典、習字セット､ 習字半紙、墨汁､ 習字半紙、墨汁､ 習字半紙、墨汁､

習字半紙、墨汁 漢字辞典 漢字辞典 漢字辞典

1cm 方眼ﾉｰﾄ ×1冊 1cm 方眼ﾉｰﾄ ×1 冊 1cm 方眼ﾉｰﾄ ×1 冊 1cm 方眼ﾉｰﾄ ×1冊

社会 出身都道府県の副読本 資料集（前の学校で使用 資料集（前の学校で使用

や資料集等（あれば） していたものがあれば） していたものがあれば）

6・7マスﾉｰﾄ ×各1冊 17マスﾉｰﾄ×1冊 1cm 方眼ﾉｰﾄ ×4冊 1cm 方眼ﾉｰﾄ ×5冊 1cm 方眼ﾉｰﾄ ×5 冊 1cm 方眼ﾉｰﾄ ×5冊

算数 14マスﾉｰﾄ ×2冊 1cm方眼ﾉｰﾄ ×2 冊

算数セット 算数セット､三角定規 30cm ものさし､ 30cm ものさし､ 30cm ものさし､ 30cm ものさし､

30cm ものさし 三角定規､コンパス 三角定規、分度器､ 三角定規、分度器､ 三角定規、分度器､

九九カード（白単語帳） コンパス コンパス コンパス

1cm 方眼ﾉｰﾄ ×2冊 1cm 方眼ﾉｰﾄ ×2 冊 1cm 方眼ﾉｰﾄ ×2 冊 1cm 方眼ﾉｰﾄ ×2冊

理科 資料集 資料集

（前の学校で使用して （前の学校で使用して

いたものがあれば） いたものがあれば）

生活 色鉛筆、エプロン､ 色鉛筆、エプロン､

三角巾 三角巾

音楽 鍵盤ハーモニカ 鍵盤ハーモニカ ソプラノリコーダー ソプラノリコーダー ソプラノリコーダー ソプラノリコーダー

裁縫セット、エプロン、 裁縫セット、エプロン、

三角巾､ 三角巾､

家庭 小物作り用フェルト､ ミシン縫い作品用

ミシン縫い作品用 布と糸､

布と糸 丸ひも､平ひもなど

図工 クレパス、はさみ､ クレパス、はさみ、 はさみ、のり､ はさみ、のり､ はさみ、のり､ はさみ、のり､

のり、絵の具セット､ のり､絵の具セット 絵の具セット､ 絵の具セット､ 絵の具セット､ 絵の具セット､

色鉛筆、4B～6B鉛筆 色鉛筆、4B～6B鉛筆 色鉛筆、4B～6B鉛筆 色鉛筆、4B～6B鉛筆 色鉛筆、4B～6B鉛筆 色鉛筆、4B～6B鉛筆

油性ネームペン3本 油性ネームペン3本 油性ネームペン3本 油性ネームペン3本 油性ネームペン3本 油性ネームペン3本

外国語 英語用ﾉｰﾄ(4 線) 英語用ﾉｰﾄ(4 線)



小学１年 小学２年 小学３年 小学４年 小学５年 小学６年

体育 （全学年共通）紅白帽、縄跳びの縄、Ｔシャツ（白）、短パン（ハーフパンツ）、運動靴、水着（授業用）、水泳ゴーグル、水泳帽

他 （全学年共通）家庭学習用問題集（必要であれば） ※漢字ドリル、計算ドリルは学校で一括購入します

※上履き、体育館シューズは必要ありません。

※漢字(和)辞典は、授業では学校の物を貸し出すことが可能ですが、学習の観点から、ご家庭で使用できる状態にしておくことをお勧めいたします。

中学１年 中学２年 中学３年

国語 大学ﾉｰﾄ ×2冊、国語辞典 大学ﾉｰﾄ ×2冊、国語辞典 大学ﾉｰﾄ ×2冊、国語辞典

大学ﾉｰﾄ ×2 冊（地理用、歴史用） 大学ﾉｰﾄ ×2 冊（1年生時の続きの物でよい） 大学ﾉｰﾄ ×1 冊､

社会 資料集（前の学校で使用していたものがあれば） 資料集（前の学校で使用していたものがあれば） 資料集（前の学校で使用していたものがあれば）

地図帳 地図帳

数学 大学ﾉｰﾄ ×2冊、三角定規、コンパス､分度器 大学ﾉｰﾄ ×2冊、三角定規、コンパス､分度器 大学ﾉｰﾄ ×2冊、三角定規、コンパス､分度器

理科 大学ﾉｰﾄ ×3 冊､ 大学ﾉｰﾄ ×3冊､ 大学ﾉｰﾄ ×3冊､

資料集（前の学校で使用していたものがあれば） 資料集（前の学校で使用していたものがあれば） 資料集（前の学校で使用していたものがあれば）

英語用ﾉｰﾄ(4 線) ×3冊、大学ﾉｰﾄ ×2 冊､ 大学ﾉｰﾄ ×2冊、英和辞典、和英辞典 大学ﾉｰﾄ ×2冊、英和辞典、和英辞典

英語 英和辞典、和英辞典

音楽 （全学年共通）アルトリコーダー

美術 （全学年共通）絵の具セット、はさみ、のり、色鉛筆、4B鉛筆か 6B鉛筆

保体 （全学年共通）縄跳びの縄、T シャツ（白）、短パン（ハーフパンツ）、運動靴、水着（授業用）、水泳ゴーグル、水泳帽
技家 （全学年共通）裁縫道具、エプロン、三角巾、布を用いた物の製作用の布、ミシン糸､平ひもなど

他 家庭学習用問題集（必要であれば） 家庭学習用問題集（必要であれば） 家庭学習用問題集、各県の受験情報・入試問題集

※上履き、体育館シューズは必要ありません。

※状況により、ノートの使用量は多少前後します。



別表（２）入学時の学用品

入学までに準備するもの（新1年生）

かばん 背負うことができるものが望ましい。

水筒やお弁当も入れている児童もいる。

手提げバック 横広で布製のものがあると便利。(日本の学校では机の横にかける）

ふで箱 開閉しやすいもの、かざりやしかけのないもので箱形がよい。

（低学年では、チャック式・カンの筆箱は、さけてください）

ふ 鉛筆 ２Ｂ 5本程度 （キャップは特に必要ありません）

で 赤青鉛筆 2本が1本になっているものがいいですが、各色1本ずつでも構いま

箱 せん。1年間で3本程度。

の 消しゴム 消しやすいもの。（においがなく実用的な物）

身 定規 まっすぐで２０㎝くらいのもの

名まえペン 油性サインペン

フェルトペン 水性サインペン 中字・太字

（インクがなくなりやすいので2，3本ずつ）

４Ｂ～6Ｂ鉛筆 図工で使います（1年で1本）

下敷き 紙製のものは避ける。

自由帳 お絵描きのできる無地のもの ２，３冊

連絡帳 縦型の行のものがよい。 1冊

連絡袋 布製のものやビニール製のもの Ａ４サイズ 別紙参照

道具箱 ふたつきのもの

はさみ 工作に使えるもの 子ども用で先が丸くなっているものがよい。

(低学年時）

のり 液状のり（固形のスティックのりはさける）

道 スポンジキャップが望ましい

具 色鉛筆 １２色くらい（クーピーも可）

箱 クレパス 16色ぐらい 箱に幅広のゴムをつけておくと便利

の 硬くて描きにくいのでクレヨンは避ける

中 セロハンテープ カッタ－がついていて切りやすいものがよい。

身 折り紙 25～30枚くらいのセットを1組

ホチキス つかいやすいもの

絵の具セット 筆はナイロン製のものが使いやすいです。

鍵盤ハーモニカ メーカーやカラーなど、特に指定はありません。

ファイル ポケットタイプ フラットタイプ

体操着 紅白帽 Ｔシャツ(白）短パン・ハーフパンツ(紺・黒）

巾着袋 体操着を入れるのに便利

なわとびの縄 ビニール製のもの（100均商品は、グルグル巻いてしまって使いに

くいことがあります）

水泳セット 水着 泳ぎやすいもの(授業用派手なものはさける）水泳帽

ゴーグル ラッシュガード 水泳バック

雑巾 3枚 （学期ごとに1枚）

着替え一揃え 汗をたくさんかくので教室に置いておき、いつでも着替えられるよ

うにします。また、下着も入れておいてください。

算数セット 準備できなければ、学校にありますので貸出しいたします。

油粘土 新しく購入する必要はありません。使っていたものがあれば準備し

粘土板 てください。

粘土ベラ

エプロン 生活科で使うことがあります。

三角巾

歯ブラシセット 昼食の後歯磨きをします。 歯ブラシ、歯磨き粉、コップ



別表（３）平成３１年度使用教科書一覧
（小学部用）※小学部1，2年生は○がついたもののみ使用。

種 目 教 科 書 名 発 行 者

国 語 国 語○ 光村図書出版株式会社

書 写 書 写○ 〃

社 会 新編 新しい社会 東京書籍株式会社

地 図 楽しく学ぶ小学生の地図帳4・5・6 年 株式会社帝国書院

算 数 新編 新しい算数○ 東京書籍株式会社

理 科 新版 たのしい理科 大日本図書株式会社

生 活 新編 新しい生活○ 東京書籍株式会社

音 楽 小学生の音楽○ 株式会社教育芸術社

図画工作 図画工作○ 日本文教出版株式会社

家 庭 わたしたちの家庭科 開隆堂出版株式会社

保 健 新・みんなの保健 株式会社学研教育みらい

道 徳 小学道徳 生きる力 日文

（中学部用）

種 目 教 科 書 名 発 行 者

国 語 国 語 光村図書出版株式会社

書 写 中学書写 〃

社 会 新編 新しい社会 東京書籍株式会社

[地理，歴史，公民]

地 図 中学校社会科地図 株式会社帝国書院

数 学 未来へひろがる数学 株式会社新興出版社啓林館

理 科 新編 新しい科学 東京書籍株式会社

音楽（一般） 中学生の音楽 株式会社教育芸術社

（器楽合奏） 中学生の器楽 〃

美 術 美 術 日本文教出版株式会社

保健体育 新・中学保健体育 株式会社学研教育みらい

技術家庭 技術・家庭 東京書籍株式会社

〔技術分野，家庭分野〕

英 語 NEW HORIZON English Course 東京書籍株式会社

道 徳 中学道徳 あすを生きる 日文


