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3rd Grade Supply List・3 年生用 文房具リスト (2020-2021)
Hello ICAGeorgia families! Please find a school supply list for the 2020-2021 school year below. Each grade has Japanese and
English classrooms/teachers. If both “For Japanese classroom” and “For English Classroom” indicate the quantities, please
prepare the indicated quantities for each classroom. In order to meet the CDC guidelines, the supplies will not be shared as
much as possible. If you can donate some extras, please bring them with you on the first day you come to the school. Please
make sure to put the donation items in a bag or box and indicate for which classroom. Thank you.
ICAジョージア・ファミリーのみなさま、こんにちは！2020-2021年度の学年別に必要な文房具リストを 以下
ご参照ください。各学年、日本語クラス及び英語クラスに別々の教員がおります。以下リストの中で、
“For Japanese classroom” そして “For English Classroom”の両方に数量が記載されている場合、クラスごとに記載
されている数量をご用意ください。CDCのガイドラインに沿い、可能な限り文房具はシェアをしないようにいたし
ます。エクストラを寄付いただける場合、当校日初日にお持ちください。ご寄付分は、袋もしくは箱に入れて
いただき、どのクラスルーム用かを明記してください。
どうぞよろしくお願いいたします。
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Quantity per classroom
数量（各クラス）

文房具リスト

Please write your child’s name
on the items with ★

For Japanese
Classroom

For English
Classroom

★マークがついている物は
記名して下さい。

Wide-ruled lined loose-leaf paper
Plastic folders with pockets

1

1

5

1

★

n/a
n/a
4
4

1
1 set
2
1

★

太幅ルーズリーフ
プラスチックホルダー
（内ポケット付き）
1インチ３つ穴バインダー
バインダー用インデックス
コンポジションノート（太幅）

1” binder (3 ring)
Binder Index Divider
Composition notebook (Wide-ruled)
Expo (whiteboard) marker, any color
Gallon-size ziplock bag
Plastic box 5x8 inch to include the
following items
Colored Pencil (12-colors)
Glue Stick
Scotch Tape
Ruler (cm/inch)
Student Scissors
Compass
Protractor
Pencil Box/Bag to include the
following
#2 Pencils (yellow only, presharpened)
Red pencils
Eraser

★

ホワイトボードマーカー（何色でも可）

ジップロック（ガロンサイズ）

1
1
1 set
1
1
1
1
1
1

★

★
★

5

筆箱・ペンケース（以下文房具を
入れてください。）
鉛筆 #2（黄色無地、削った鉛筆）

1
1

赤色鉛筆（削った鉛筆）
消しゴム

1

★

道具箱（5×8インチ）以下文房具を
入れてください。
色鉛筆（12色）
スティックのり
セロテープ
定規（センチ・インチ）
子供用はさみ
コンパス
分度器、子供用
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ICAGeorgia Community Sharing Items (These items will be collected in the central location)
Copy paper (Letter-size)・コピー用紙、レターサイズ
Foaming Hand soap・泡ハンドソープ
Antibacterial wipes for hands・除菌濡れティッシュ（手拭き用）
Lysol or Clorox disinfecting wipes・
ライソールもしくはクロロックス除菌ワイプ
Lysol Spray・ライソールスプレー
Paper towel・ペーパータオル
Box Tissue ・箱ティッシュ
Bottled Water, Mini-size・ミニボトルウォーター
Band-Aid (Flexible Fabric)・バンドエイド (Flexible Fabric タイプ)

3 reams
2
1 Tub
1 Tub
1
2 Rolls
1 box
1 case
1 box

OR
Donation for the community sharing items
(Check, Money Order accepted. Make payable to International Charter Academy of Georgia)
$5

$10

$25

$30

Other $________________

Amazon Smile
Every time you shop, click here and Amazon will give a percentage to ICAGeorgia.
アマゾンスマイル
アマゾンスマイルにログインしてお買物をしていただきますと、《購入金額の0.5%（アマゾンが負担）》が
自動的に当校へ寄付されます。ログインはこちらにて。

