
 

SY 2022 Tedako Child Development Center Supply List 

Kukuru, Akasan Class  
Kanasan, Churasan, Umusan 

Class  
Nuuji, Kafuu, Kugani Class  

Miyarabi, Wakatida, Nujumi 

Class  
Shinka Class  

Everyday  

□ 4 or 5 plastic bottles of prepared 
milk on that day. 

□ Frozen Breast Milk  

(If the child is breastfed) 

□ 2 Baby Spoons for the child and 
cares 

□ Sippy Cups 

□ Lunch (if not ordered) 

□ Snacks  

□ 3 changes of clothes and under shirts 
as needed 

□ 2 bibs for snacks and lunch  

□ 2 Face towels 

□ Plastic bags for soiled clothing 

Everyday  

□ Bag or backpack (Child-sized)  

□ Water bottle /Sippy cup  

 (Water or non-caffeine tea only)  

□ Lunch (if not ordered) 

□ 2 bibs for snacks and lunch  

□ 2 Face towels  

□Self-feeding spoon and fork set 

□Outside shoes 

□ Plastic bags for soiled clothing  

□ Loop towel (for hands) 

Everyday  

□ Bag or backpack   

□ Water bottle  

(Water or non-caffeine tea only) 

□ Lunch (if not ordered) 

□ 2 bibs for snacks and lunch 

□ 2 Face towels   

□ Plastic bags for soiled clothing 

□ Loop towel (for hands) 

Everyday  

□ Bag or backpack   

□ Water bottle with strap 

(Water or non-caffeine tea only) 

□ Lunch (if not ordered) 

□ Plastic bags for soiled clothing 

□ Loop towel (for hands) 

□ Toothbrush with a cap/ holder (No 
toothpaste) 

□ 1 Wet towel with case 

※Put your child’s toothbrush and 

hand towel set in a bag with loop 

 

 

 

 

Everyday  

□ Bag or backpack  

□ Water bottle with strap   

(Water or non-caffeine tea only) 

□ Lunch/ School lunch  

□ Plastic bags for soiled clothing 

□ Loop towel (for hands)  

 

 

On Monday  

□ Crib Bedding-waterproof sheet, sheet 
cover, blanket.  

*Bed Dimensions-62 cm x 90 cm 

 

 

 

 

On Monday  

□ Nap Set  

 

On Monday  

□ Nap Set  

 

On Monday  

□ Nap Set  

 

  

On Monday  

 



Keep at School  

□ Outside shoes (if your child can walk)  

□ Jacket (Fall & Winter)  

□ Hat   

□ Sunscreen (No aerosol) 

□ Wipes for Toileting (1 pack)  

□ Diapers (1 pack) *Please write your 
child’s name on bag 

 

Keep at School  

□ Smock for art and craft  

□ 3 changes of extra clothes  

□ Pull-ups Diapers (5 diapers) *Please 
write your child’s name on diapers 

□ Underwear as needed 

□ Wipes for Toileting (1 pack) 

□ Jacket (Fall & Winter)  

□ Hat  

□ Sunscreen (No aerosol) 

□ Toothbrush 

Keep at School  

□ Adult T-shirts for art and craft 

□ 3 changes of extra clothes  

□ Pull-ups Diapers (At least 5 diapers) 
*Please write your child’s name  

□ Underwear as needed 

□ Wipes for Toileting (1 pack)  

□ Jacket (Fall & Winter)  

□ Hat   

□ Sunscreen (No aerosol) 

□ Toothbrush 

Keep at School  

□ Adult T-shirts for art and craft  

□ 3 extra clothes & underwear  

□ Wipes for Toileting  (1 pack) as 
needed 

□ Jacket (Fall & Winter)  

□ Hat  

□ Sunscreen (No aerosol) 

 

Keep at School  

□ 2-3 extra clothes  

□ Jacket (Fall & Winter)  

□ Hat   

□ Sunscreen (No aerosol) 

□ Toothbrush & toothpaste  

 

Optional  

□ Baby cup with straw 

□ Burp cloths  

□ Pacifiers with clips for clothing 

□ Bath towel 

Optional 

 

Optional 

□ Chopsticks 

 

Optional 

□ Indoor shoes 

□ sunglasses 

□ Chopsticks 

□ Colored pencil set 

□ Kids Scissors 

□ Beginners pencils 

□ File folder 

Optional 

□ Indoor shoes 

□ sunglasses 

□ Chopsticks 

□ Crayons 

□ Kids Scissors 

□ Beginners pencils 

□ File folder 

Water play during June-September  

□ Swimsuit 

□ 2 Swim diapers  

□ Towel 

□ Set of clothes and dry diaper for 
after water play 

□ Plastic bag 

 

Water play during June-September 

□Swimsuit 

□ 2 Swim diapers  

□ Towel 

□ Set of clothes and dry pull-up diaper 
for after water play 

□ Plastic bag 

Water play during June-September 

□ Swimsuit 

□ 2 extra diapers  

□ Towel 

□ Set of clothes  

□ Plastic bag 

Water play during June-September 

□ Swimsuit 

□ Towel 

□ Set of clothes and underwear for 
after water play 

□ Plastic bag 

Water play during June-September 

□ Swimsuit 

□ Towel 

□ Set of clothes and underwear for 
after water play 

□ Plastic bag 

*Please write your child’s name on each item.  

    

  



 

2022 年度 てだこＣＤＣサプライリスト 

くくる・あかさん クラス 
かなさん・ちゅらさん・ 

うむさんクラス 

ぬうじ・かふう・ 

くがにクラス 

みやらび・わかてぃだ・ぬじゅみ

クラス 
しんかクラス 

毎日 

□ 当日に調乳されたミルクが入った 

哺乳ビン(プラスチック製) 4-5 本 

□冷凍母乳 (保育中に母乳を与える場

合） 

□スプーン２つ  

□ベビー用マグカップ 

□お弁当（給食注文しない場合）  

□おやつ（離乳食一食分）  

□お着替え・肌着(必要に応じて) 3 セット  

□食事用エプロン２枚 

□フェイスタオル２枚（おしぼり） 

□汚れ物を入れるビニール袋   

毎日 

□かばんまたはリュック 

□水筒又はストローボトル（水又はノンカ

フェインのお茶） 

□お弁当（給食注文しない場合）  

□食事用エプロン２枚 

□フェイスタオル２枚 

□スプーン・フォークセット（必要に応じ

て） 

□外履き用靴 

□汚れものを入れるビニール袋 

□ループ付タオル（お手拭き用） 

 

毎日 

□かばんまたはリュック 

□水筒又はストローボトル（水又はノンカ

フェインのお茶） 

□お弁当（給食注文しない場合）  

□食事用エプロン２枚 

□フェイスタオル２枚 

□汚れものを入れるビニール袋 

□ループ付タオル（お手拭き用） 

 

毎日  

□かばんまたはリュック  

□ひも付きの水筒（水またはノンカフェイン

のお茶）  

□お弁当（給食注文しない場合） 

□汚れ物を入れるビニール袋 

□ループ付タオル（お手拭き用） 

□歯ブラシ、歯ブラシキャップかケース(歯磨

き粉は不要) 

□おしぼりセット 

※歯磨きとおしぼりセットはループ付きの

袋にまとめて入れて持たせてください。 

 

毎日  

□かばんまたはリュック  

□ひも付きの水筒（水またはノンカフェイン

のお茶）  

□お弁当（給食注文しない場合） 

□汚れ物を入れるビニール袋 

□ループ付タオル（お手拭き用） 

 

月曜日持参 

□お昼寝セット－防水シーツ、シーツカバー、

ブランケット 

＊ベッドサイズ（６２センチ×９０センチ） 

 

月曜日持参 

□お昼寝セット 

月曜日持参 

□お昼寝セット 

月曜日持参 

□お昼寝セット 

 

月曜日持参 

 



園で保管 

□外履き用靴（歩行する乳児のみ） 

□薄手の上着（秋、冬用） 

□帽子  

□日焼け止め（４月‐10 月、非エアロゾ

ルタイプ） 

□おむつ（一袋）＊袋に名前記入 

□おしりふき 

 

園で保管 

□スモック（制作用） 

□お着替え３セット 

□パンツタイプおむつ（５枚程度）*おむ

つに名前記入 

□トレーニングパンツ（必要に応じて） 

□おしりふき１パック 

□薄手の上着（秋、冬用） 

□帽子 

□日焼け止め（非エアロゾルタイプ） 

□歯ブラシ 

園で保管 

□大人用 T シャツ（制作用） 

□お着替え３セット 

□パンツタイプおむつ（最低５枚）*おむ

つに名前記入 

□トレーニングパンツ（必要に応じて） 

□おしりふき１パック 

□薄手の上着（秋、冬用） 

□帽子 

□日焼け止め（非エアロゾルタイプ） 

□歯ブラシ 

園で保管 

□大人用 T シャツ（制作用） 

□お着替え、パンツ３セット 

□おしりふき１パック（必要に応じて） 

□薄手の上着（秋、冬用） 

□帽子 

□日焼け止め（非エアロゾルタイプ） 

 

園で保管 

□お着替え、２～３セット 

□薄手の上着（秋、冬用） 

□帽子 

□日焼け止め（非エアロゾルタイプ） 

□歯ブラシセット 

 

オプション 

□ベビー用カップ（ストロー付き） 

□授乳用ガーゼ 

□クリップ付おしゃぶり 

□バスタオル 

オプション 

 

オプション 

□お箸 

 

 

 

オプション 

□室内履き靴 

□サングラス 

□お箸 

□色鉛筆セット 

□幼児用はさみ 

□幼児用鉛筆 

□ファイルフォルダー 

オプション 

□室内履き靴 

□サングラス 

□お箸 

□クレヨンセット 

□幼児用はさみ 

□幼児用鉛筆 

□ファイルフォルダー 

水遊び（６月～９月の期間のみ） 

□水着 

□追加のおむつ２枚 

□タオル 

□お着替え 

□ビニール袋 

水遊び（６月～９月の期間のみ） 

□水着 

□追加のおむつ２枚 

□タオル 

□お着替え 

□ビニール袋 

水遊び（６月～９月の期間のみ） 

□水着 

□追加のおむつ２枚 

□タオル 

□お着替え 

□ビニール袋 

水遊び（６月～９月の期間のみ） 

□水着 

□タオル 

□お着替え、下着 

□ビニール袋 

水遊び（６月～９月の期間のみ） 

□水着 

□タオル 

□お着替え、下着 

□ビニール袋 

すべての持ち物にお子様の名前の記入をお願いします。  


