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　入学してしばらくは
リビングで学習すると
いう家庭も多く、最
近はリビングに学習
机やランドセルワゴン
を置くケースも増えて
います。

作業スペースが
十分にある

成長に応じて
高さが調節できる

学習道具を収納できる

入園・入学準備 
始めてますか？

机選びのポイント

　シンプルに音が鳴
る防犯ブザー、軽量
のGPS機能付き見守
りグッズ、キッズケー
タイなど種類は様々。
予算や必要性に応じ
て検討を。

　　　　子どもが小３の時、友達
同士で遊びに行った公園で怪我を
して動けなくなったことがきっかけ
でキッズケータイを持たせました。
（鹿児島市　みっちーさん）

初期費用・月額費用
はいくらか

困った時の使いやすさ
学校で持込ルールは
決まっていないか

選び方のポイント
トラブル時の対応に

　一般的に2月頃から
新入学の保護者向け説
明会が開催されます。
指定のものがあるのか、
キャラクターものでも
よいのかなど、事前に
確認しておきましょう。

　お子さんの体力や通学時の環境などによって求められる機
能は違ってきます。通学時間が長ければ体への負担が少ない
ものを、通学路に危険な場所があれば安全性の高いものを
選ぶなど、通学時をイメージして検討しましょう。

小学校の規定から
外れていないこと

使いやすいこと
子どもが好きな
デザインであること

選び方のポイント

素材は何にするか
背負いやすさ・軽さ
高学年まで使えるデザインや色か
保証はついているか

選び方のポイント

　オムツから算数セッ
トまで、年齢に関わら
ず必要な名前の記入。
グッズによっては届く
のに時間がかかるこ
ともあるので、注文
はお早めに！

　　　上の子の時は手書きで乗
り切りましたが、本当に疲れたの
で下の子の準備にはハンコを購
入しました。用意して正解でした。
（鹿児島市  ちーななパパさん）

サイズ色々シール

洗濯OK!アイロンプリント

繰り返し使えるスタンプ
　

用途別おすすめアイテム

お名前シール大活躍!

入園・入学なんてまだ先…と思っていたらあと半年でもう４月。
経験者の方も、はじめてでドキドキの方も参考にしてみてくださいね。

どこに入園・入学するかで申込先やスケジュールも違います。
４月入園・入学の一般的な例をご紹介します。

小学校入学といえばランドセル。たくさんあるけどどうやって選べばいいの？
選び方のポイントや人気のカラーなどご紹介します。

学習机
おう
ち学習も快適に!

　　　　学習机もありますが、リ
ビングで勉強しています。成長する
と一人になりたい時もあると思う
ので、狭くても自分が使えるスペ
ースがあればいいかなと思います。
（鹿児島市　マリアンヌさん）

自分のスペースを

見守りグッズ
我が

子を守るお守り

文具
毎日
使う大切な仲間達

ランドセル
6年
間一緒の大切な相棒

お名前グッズ
あると
助かる！種類豊富な

幼稚園で使っていた名前のゴム印
を卒園時にもらったので、小学校
の物品の名前付けにはインクだけ
購入してそれを使いました。
（鹿児島市  ごまめろさん）

共済や通信教育でもらえた名前シ
ールはサイズ豊富で便利。歯ブラシ
などの消耗品のネーム貼りもサッと
対応できます。
（鹿児島市  たちうおさん）

ネットのセールに備えて必要なもの
をリストアップし、お得なタイミン
グでまとめて買おうとしたら、売り
切れの商品もあって焦りました。
（南さつま市  ぱんださん）

いろんなものが機能的に変形す
るなど、文具の世界もすごいなと
思いながら、買ったばかりの折り
畳み定規を壊してしまいました。
（鹿児島市  えだまめさん）

防犯ブザーを子どもが間違って
ONにして、大きな音が鳴り響い
た時はびっくりしました。練習に
はなったようですが…
（鹿児島市  ペンペンさん ）

防犯ブザーは学校から支給され
ました。しばらくは通学路が「ピ
ピピピピピピピ」うるさかった
です。
（鹿児島市  マドンナさん）

ひとまず３年生まではリビングで
勉強させたいので、部屋も机も
与えていません。親が見ている
方が、子どもはやる気がでるの
かも。
（霧島市　ことりさん）

机より棚が活躍。教科書やノート
を置く場所はもちろん、毎日持ち
帰るプリント類などを保管する場
所に困りました。学年が上がると
本も増えてきます。
（鹿屋市  ひままさん）

　　キャラクターものはダメとか、
学校によって違ってくるようです。
説明会後に揃えた方が経済的か
も。プーさんは良くても、炭治郎
はダメとか…。難しいです…。
（鹿児島市　しのぶさん）

学校によってルールが

入園・入学スケジュールの例
※自治体や学校・園によって違いがあります。

オムツには

布製品には

学用品には
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選ぶときはこだわりましたが、卒業間
近になって思うのは、一緒に選んでワ
クワクして、小学校への期待値を高め
るのがランドセル選び。6年使えれば
何を買ってもよかった気がします。
（姶良市  キラキラさん）

祖父母が買ってくれましたが、うち
は双子なので二つ。高いものになら
ないよう気を遣いました。知り合い
の３つ子ちゃんはネットで昨年モデ
ルを見つけて安く買えたそうです。
（鹿児島市  ロコモコさん）

　　　　戦隊ものの赤が好きな息
子。ランドセルも赤がいい！と言
い張って悩んでいたら、黒に赤の
ステッチが入ったランドセルがあ
って、それに決めました。
（鹿児島市　ぺこさん）

本人の希望を生かして

ランドセルの選び方って？?

入園入学に欠かせないものから、あれば便利なお役立ち品までご紹介。
先輩ママ・パパの体験談もたっぷりお届けします。どんなものが必要なの？?
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小学校

幼稚園・認定こども園
(１号認定※)

認可保育所・認定こども園
(２号・３号認定※)

就学時健診

(受験が必要な学校)
願書提出・受験 自治体から

入学通知書送付

新入学保護者
説明会 入学式

入園式

入園式

卒園式
入学準備品購入

説明会見学会・
園の見学

見学会・園の見学

園へ入園申込み(定員になるまで)

園から入園通知

自治体へ保育認定の申請・利用申し込み
自治体から
入所(園)通知

保護者説明会
入園準備品購入

保護者説明会
入園準備品購入

(新年度入所の場合)

※ ●１号認定：教育標準時間認定･満３歳以上  ●２号認定：保育認定･満３歳以上 ●３号認定：保育認定･満３歳未満 ※クレセール編集部調べ

参照：一般社団法人 日本鞄協会 ランドセル工業会HP(http://www.randoseru.gr.jp/graph/)

購入したランドセルの色 (2021年)
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