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●100までの数の言い方を学
習するタペストリーです。

●"one pig"のように、数と
名詞をセットにして覚え
ることで、つまずきがち
な複数形の概念について
も、自然に身につくよう
に工夫しました。

one pig
two people
three hats
four lions
five trees
six cars
seven

flowers
eight fish
nine dogs
ten cups
eleven
twelve
thirteen
fourteen

fifteen
sixteen
seventeen
eighteen
nineteen
twenty
thirty
forty
fifty
sixty
seventy
eighty
ninety
one hundred

笊Numbers
●丸や四角、三角など、基

本的な形の名前を学習す
るタペストリーです。

●ストーリー性のある各場
面のイラスト付きで、児
童・生徒の身の回りのい
ろいろなものと関連させ
て覚えることができます。

●基本的な平面図形だけで
なく、ハート型や十字型
などの形や、球や円柱な
どの立体の名前も収録し
ました。

●英語での12ヶ月の言い方
を学習するタペストリー
です。

●各月の日本と諸外国の行
事などのイラストを掲載。
自国の文化に親しみを持
ち、他国の文化や気候風
土の違いも理解できます。

●イラストの下には英文で
説明を付け、各月で取り
上げた国の国旗も掲載。

●家族に関する英語を学習
するタペストリーです。

●祖父母、父母、おじ・お
ば、兄弟姉妹の他、ペッ
トとしてよく飼われる動
物の名前も掲載しました。

●関係性が視覚的に捉えや
すい家系図(family tree)
形状でレイアウト。

●個々の言い方だけではな
く、カテゴリーごとの表
現方法も記載しました。

circle
square
triangle
diamond
oval
rectangle
pentagon
hexagon
trapezoid

teardrop
star
heart
cross
crescent
arrow
sphere
cube
cylinder

Grandmother
Grandfather
Mother
Father
Uncle
Aunt
Big sister
Bigbrother
Me
Little sister

Little
brother

Dog
Cat
Hamster
Bird
Goldfish
Grandparents
Parents
Siblings

January：ブラジル
February：中国
March：アルゼンチン
April：ミャンマー
May：韓国
June：イタリア
July：フィンランド
August：ニュージーランド
September：ドイツ
October：アメリカ
November：タイ
December：オーストラリア

笆Shapes

笳Twelve months and events 笘Family

121_1370 全10本組 (本体￥126,600)￥139,260
121_1180 笊Numbers (本体￥ 12,500)￥ 13,750
121_1190 笆Shapes (本体￥ 12,500)￥ 13,750
121_1200 笳Twelve months and events (本体￥ 14,500)￥ 15,950
121_1210 笘Family (本体￥ 13,600)￥ 14,960
121_1220 笙Colors (本体￥ 13,500)￥ 14,850
121_1280 笞Weather (本体￥ 12,100)￥ 13,310
121_1290 笵Subjects (本体￥ 11,800)￥ 12,980
121_1330 笨Feelings (本体￥ 12,300)￥ 13,530
121_1340 笶 I can do it！ (本体￥ 12,300)￥ 13,530
121_1360 筐My dream (本体￥ 11,500)￥ 12,650
蜷タペストリー
●印刷面が約900×1270㎜という、掲示に便利で、教室で使いやすいサイズになって

います。軽量で、丸めて収納することができますので、持ち運び・保管に便利です。
○寸法：900×1270㎜
○合成紙製
○軸：塩ビ製／L945㎜／上下2本
○吊下げ金具・紐付
○巻止め付

英語タペストリー 英語学習入門期に最適！基本的な単語と、カラフル
で親しみやすいイラストの大判タペストリーです。
どこでも簡単に取り付けられるので、常に英語を目
にする環境を作ることができます。教室の雰囲気作
りにも最適です。

●興味を誘う、バラエティー豊かなイラストで英語活動を彩ります。

お す す め

笆 ヒルマオリジナル│英語教材カタログ
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●基本的な10色の英語名を
学習するタペストリー。

●赤ならりんご、いちご、ト
マトのように、各色3つず
つその色の身近な食べ物、
動植物、日用品などのイ
ラストを並べました。具
体物を例示することで、色
のイメージが膨らみます。

●各イラストの下に英語名
が記載してあるので、教
室で説明する時も安心＆
便利です。

RED
BLUE
YELLOW
GREEN
PINK
ORANGE
PURPLE
BROWN
BLACK
WHITE

Apple／他
Earth／他
Sunflower／他
Leaf／他
Peach／他
Orange／他
Grape／他
Bear／他
Whale／他
Snowman／他

笙Colors
●天気と温度に関する単語

のタペストリーです。
●天気や温度など気候の話

題は、あいさつなどでよ
く使われるトピックで、コ
ミュニケーションを始め
る際、有効的な話題とな
ります。

●温度の項目では、バック
に温度から連想されるグ
ラデーションカラーを配
置してあるので、視覚的
にも気温を捉えることが
できます。

●学校で学ぶ教科名を学習
するタペストリーです。

●各教科毎に関連した、身
近な道具や人物などのイ
ラストを掲載しているの
で、わかりやすく視覚的
に覚えることができます。

●学習が進んだら、描かれ
ている道具の英語名や、他
にも関連するものを調べ
たりと、発展的な学習に
つなげることができます。

Japanese
math
science
social studies
English
PE
arts and crafts
music
home economic

笞Weather

笵Subjects
●感情に関する単語を学習

します。単語の表情をし
た子どもと動物のイラス
トで、視覚的に感情表現
を捉えることができます。

●左側にはポジティブ、右
側にはネガティブな感情
表現をバックカラーを分
けて掲載しています。

●自分の状態を伝えるため
の様々な言葉を知ること
で、積極的にコミュニケ
ーションを取る姿勢、会
話を楽しむ心を育てます。

happy
fine
excited
glad
good
full

angry
sad
nervous
sleepy
tired
hungry

笨Feelings

●｢〜できます。｣の英語表
現、“I can〜.”の言い方
を学習します。

●“I can〜.”の“〜”の部分
を一覧表形式で配置しま
した。タペストリー掲載
単語で学習したあとは、目
的語部分を児童の考えに
合わせ変化させることで、
発展的な学習が可能です。

play         baseball
soccer
basketball
table tennis

play the   piano
violin

speak      English
help         people
dance
swim
cook
clean

笶 I can do it！

Sunny
Cloudy
Rainy
Snowy
Windy
Foggy

Hot
Warm
Cool
Cold
Freezing

●子どもたちに人気の職業
を中心に構成。"I want to
be a〜." の表現で、自分
の将来の夢を発表する活
動などにも使用できます。

●ヒルマオリジナルカード
教材｢121_1260 英語ピクチ
ャーカード｣(別売)と同イ
ラストを使用しています。

筐My dream

soccer player
baseball player
doctor
nurse
firefighter
police officer
nursery school
teacher
teacher
singer/
musician

zookeeper
astronaut

florist
train driver/

bus driver
comedian/

TV star
carpenter
beautician/

barber
baker
confectioner
designer
pilot/
cabin attendant

笳ヒルマオリジナル│英語教材カタログ
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121_0100 (本体￥15,000)￥16,500

121_0043 (本体￥8,000)￥8,800

121_1050 (本体￥12,800)￥14,080

笘ヒルマオリジナル│英語教材カタログ

イラストアルファベットカード 英語学習導入期の、アルファベット 学習に最適な
カラフルで楽しいイラストの英単語カードです。

〈カード内容〉
笊apple
笆button
笳cup
笘dog
笙egg
笞fish
笵glass
笨hand

笶ice cream
筐jam
筺key
笄lamp
筍moon
笋notebook
筌orange
筅pencil
筵queen

筥ring
筴swan
筧table
筰umbrella
筱violin
筬watch
筮box
箝yacht
箘zebra

●カラフルで親しみやすいイラスト、楽し
くアルファベットを学ぶことができる、
英語学習の導入に最適な教材です。大文
字と小文字を列記することで、その関係
を視覚的に理解できます。

●イラストとともに簡単な単語を掲載して
おり、2つを結びつけることで無理なく
英単語を身に付けることができます。

○カード：26枚／199×177㎜／厚紙製／裏
面マグネット付○ケース入

イラスト英単語カード 日常生活でよく使う単語が、分かりやすいイラスト
と一緒に掲載された指導用絵カードです。

●身近な生活や環境の中から、5つのカテゴリーに分けて60の内容を厳選しました。
○イラストカード：5カテゴリー60枚／178×200㎜／厚紙製／裏面マグネット付

笊家族 father／mother／brother／
sisiter／grandfather／grandmother
／uncle／aunt／cousin

笆色 white／black／red／blue／yello_
w／green／purple／orange／pink／
brown／gold／silver／gray

笳学用品 blackboard／desk／chair／
pen／pencil／eraser／book／textb_
ook／ruler／scissors／glue

笘施設 school／station／zoo／park／
hospital／bank／library／museum／
church／restaurant／supermarket
／hotel

笙動詞 say／meet／talk／eat／drink
／watch／hear／listen／study／
read／write／draw／walk／run／help

5つの

カテゴリー

お す す め

お す す め

●ゲームを楽しみながら、アルファベットや簡単な英単語が学習できます。
蜷かるたとり　カードを読み上げ、生徒は読まれたカードを取ります。
蜷神経衰弱　神経衰弱の要領で、大文字と小文字を対にして取ります。
蜷アルファベット並べ　MやNを基点にして、七並べの要領で前後にアルファベット

順にカードを並べていきます。
〈6セット組〉○カード：109×82㎜○1セット：52枚／無地カード4枚(計56枚)

〈カード内容〉
糴apple/ant
糶book/boy
糺cat/chair
紆dog/desk
紂eye/elephant
紜fish/fire
紕guitar/girl

紊house/
hippopotamus

絅iron/island
絋juice/jam
紮kangaroo/knife
紲lemon/lion
紿mouth/money
紵newspaper/night

絆owl/onion
絳penguin/pig
絖question/queen
絎refrigerator/

ruler
絲ship/scissors
絨turtle/tree
絮umbrella/underwear

絏violin/
vegetable

絣whale/
watermelon

經box/fox
綉yacht/yard
絛zoo/zebra

グループ学習 abcゲームカード 身近なゲームを通して、アルファベットの大文字と
小文字の学習ができるカードセットです。

お す す め
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121_1040 (本体￥22,200)￥24,420

121_1020 (本体￥30,000)￥33,000

121_0014 (本体￥22,000)￥24,200

笙ヒルマオリジナル│英語教材カタログ

●B4判サイズ
対応！手作り
のオリジナル
教材に入れ替
えることもで
きます。

蜷連結部

Classroom Expression 教室でよく使うフレーズを親しみやすいイラスト
入りで掲示。日々の繰り返しの中で定着させます。

●連結式の掲示用ケースを使って、教室で頻繁に使う16フレーズを、イラストと共に
掲示できる掲示教材です。簡単に取り外しができ、自由に連結する数を変えること
ができます。教室に常掲することで、常に英語を目にする機会を増やせます。

●英語で指示を出したり、児童・生徒に発話させる時に、日本語を使わずイラストだ
けで意味を推測させることをくり返すことで、自然と身につけていきます。

○Classroom Expressionカード：16枚／257×364㎜／紙製／①Hello.②Let's sing!
③Say it louder please.④Stand up.⑤Sit down.⑥look
at the board.⑦Excuse me.⑧I'm sorry.⑨Thank you.
⑩You're welcome.⑪Are you ready?⑫Yes・No⑬
Repeat after me.⑭Be quiet.⑮Open your book.⑯
Here you are.○掲示用ケース：16枚入／300×404㎜／ポ
リプロピレン製／角丸／連結用リング付／掲示用紐付

英語学習 1日の生活を紹介しよう 世界の国は今何時？世界の時差を取り上げながら
1日の生活を時刻とともに表現する方法を学習。

●行動カードで日常の行動、フレーズカードで時間に関係する表現を学びます。日常
的な行動を、時刻と共に英語で表現する力を身につけます。英語学習を通して、自
分の生活時間や友人の生活を知り、時間の使い方を見直すきっかけにもなります。

○行動カード：15枚／200×220㎜／裏面マグネット付／①get up②eat breakfast③
go to school④study⑤play with friends⑥eat lunch⑦clean up my classroom
⑧go home⑨eat snacks⑩go to library⑪play video game⑫watch TV⑬have
dinner⑭take a bath⑮go to bed○フレーズカード：10枚／176×299㎜／裏面マグ
ネット付／①What time is it?②What time is it now?③It's 8 o'clock.④It's 8:45.
⑤10a.m./10p.m.⑥What time do you get up?⑦I get up at 6 o'clock.⑧What
do you do at 7 o'clock?⑨I eat breakfast at 7 in the morning.⑩I have dinner
at 7 at night.○教師用時計：1個／450×450㎜／MGシート製／手動式針付○児童用
時計：5個／150×150㎜／ペット樹脂製／手動式針付○時差時計付世界地図ポスター

蜷行動カード 蜷教師用時計／児童用時計 蜷時差時計付世界地図ポスター

●日常的な会話や簡単な情報の交換の方法を学び、“Excuse me.”や“Thank you.”と
いった特有の表現を伴った言語の使用場面を設定できます。

●絵地図の描かれた本体、イラストカード、文字カードで構成しており、カードを貼
る位置を変化させることで、様々な場面を設定することができます。

○本体：900×600㎜／スチール製パネル仕上／ゴム枠
○イラストカード：8枚／91×125.5㎜／裏面マグネット付／①city office②fire sta_
tion③hospital④police station⑤post office⑥school⑦station⑧Excuse me.
○文字カード：8枚／105.5×32.5㎜／厚紙製／表面ラミネート加工／裏面マグネット
付／①cityoffice②firestation③hospital④policestation⑤postoffice⑥school
⑦station⑧Excuse me.
○説明書

蜷文字カード 蜷イラストカード

英語で道案内 道案内を通して日常的な会話や簡単な情報交換の
方法を学び、コミュニケーション能力を高めます。

お す す め

お す す め

お す す め
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121_1260 職業編 (本体￥9,100)￥10,010

631_0434 (本体￥19,200)￥21,120 121_1140 2 (本体￥19,200)￥21,120

121_1250 ランチメニュー編 (本体￥9,100)￥10,010

5つの

カテゴリー

5つの

カテゴリー

笞

●｢文具｣｢場所｣｢気持ち｣｢動詞｣｢職業｣の5つのカテゴリーに、それぞれ8種類の単語
が含まれています。強力マグネットで、カードを黒板に貼りつけることもできます。

○両面ラミネート加工(UVコート)○カード：40種･各4枚(計160枚)○ひも：37本○ク
リップ：76個○強力マグネット：10個
笊文具カード32枚 pencil/eraser/ruler/glue/stapler/scissors/scotch tape/
notebook／各4枚 笆場所カード32枚 school/home/station/bus stop/park/
library/hospital/post office／各4枚 笳気持ちカード32枚 happy/sad/angry/
funny/bored/hungry/thirsty/good／各4枚笘動詞カード32枚 eat/drink/read/
write/study/want/like/go／各4枚笙職業カード32枚 doctor/carpenter/office
worker/nurse/teacher/actor・actress/sports player/nursery school
teacher／各4枚

遊 び 方

①使いたいカテゴリーのカードを選び、クリ
ップを付けてヒモを通し、首からさげます。

②遊ぶ人数より1個少ない数の椅子を用意し、
鬼以外の人は椅子に座ります。

③鬼が言った単語のカードを付けている人は
移動し、鬼も空いた椅子を見つけて座りま
す。

④座れなかった人が次の鬼です。

楽しくゲームをしながら、英単語を覚えていきます。

●｢家族｣｢自然｣｢色｣｢動物｣｢果物｣の5つのカテゴリーに、それぞれ8種類の単語が含
まれています。強力マグネットで、カードを黒板に貼りつけることもできます。

●カードを強く引っ張るとクリップが外れるようになっており、安全です。
○両面ラミネート加工(UVコート)○カード：40種･各4枚(計160枚)○ひも：37本○クリ
ップ：76個○強力マグネット：10個
笊家族カード32枚 father/mother/brother/sister/grand father/grand mother/
uncle/aunt／各4枚笆自然カード32枚 mountain/river/sky/sun/moon/star/tree
/flower／各4枚 笳色カード32枚 red/blue/yellow/green/white/black/brown
/orange／各4枚 笘動物カード32枚 dog/cat/bird/rabbit/lion/tiger/bear
/monkey／各4枚 笙果物カード32枚 apple/melon/peach/strawberry/grape/
banana/cherry/lemon／各4枚

笆場所

笳気持ち

笘動詞笊文具

笙職業笳色

笘動物

笊家族

笙果物

笆自然

英語バスケット

おなじみ｢フルーツバスケット｣を英語で！英単語
の発音・聞き取りを、ゲームで楽しく習得します。

英語ピクチャーカード

○イラストカード：30枚○表：イラスト／英語○裏：英語／日本語○寸法：W200×
H178㎜○材質：厚紙製／両面ラミネート加工○化粧ケース入

蜷表面 蜷裏面

笊rice
笆bread
笳spaghetti
笘hamburger
笙hotdog
笞sandwiches
笵pizza
笨curry and rice
笶sushi
筐noodle soup
筺French fries
笄omelet
筍hamburger steak
笋sausages
筌fried chicken

筅grilled fish
筵natto
筥miso soup
筴yogurt
筧milk
筰stir-fried vegetables
筱salad
筬fruits
筮green tea
箝coffee
箘orange juice
箟cake
箍ice cream
箜pudding
箚parfait(sundae)

蜷ランチメニュー編 カード内容

笊soccer player
笆baseball player
笳doctor
笘confectioner
笙baker
笞police officer
笵cook(chef)
笨bus/train driver
笶carpenter
筐teacher
筺singer/musician
笄nurse
筍florist
笋zookeeper
筌comedian/TV star

筅fire fighter
筵vet(veterinarian)
筥dentist
筴pilot/cabin attendant
筧artist
筰farmer
筱office worker
筬nursery school teacher
筮astronaut
箝scientist
箘actor/actress
箟barber/beautician
箍fisherman
箜computer programmer
箚designer

蜷職業編 カード内容

蜷表面 蜷裏面

単語練習から、発表活動で提示したりゲームに用
いたりと、アイデア次第で様々な活用ができます。

お す す め

お す す め

ヒルマオリジナル│英語教材カタログ
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121_0250 (本体￥9,500)￥10,450121_1010 (本体￥12,000)￥13,200

121_1300 5マス (本体￥22,400)￥24,640
121_1310 8マス (本体￥41,000)￥45,100

121_0260 (本体￥9,500)￥10,450

笵ヒルマオリジナル│英語教材カタログ

お す す め英文法並び順学習ボード
色分けで視覚的に英文法の並び順を学習します。

●｢誰が/何が｣、｢です/します｣、｢誰に/誰を｣、｢何/何を｣、｢どこで｣、｢いつ｣とい
う6つの色分けされたボックスに英単語を当てはめながら、英文法の並び順を学
習します。繰り返し行うことで、日本語とは違う文法構造を持つ英語の仕組みに
慣れさせます。

○寸法：(5マス)900×600㎜・(8マス)1200×900㎜○材質：スチール製／ゴム枠○付
属品：ラーフル付黒マーカー1本

蜷使用例

ルーシーは 2日前、公園で 私に 3冊本を くれました。
① ③② ⑤④ ⑥

① ②③④ ⑤⑥

蜷8マス

蜷5マス

●日常的な場面を表す45種のイラストの
フラッシュカードです。先生がフラッ
シュカードを選び、イラストの場面に
合ったフレーズを児童が素早く答えま
す。慣れたら、スピードを上げたり、
劇仕立てで練習します。

○イラストカード：45枚／178×200㎜／
厚紙製○説明書○ケース入

蜷表 蜷裏

〈カード内容〉
笊Delicious.
笆Taste bad!
笳It's hot!
笘It's sweet.
笙Taste bitter.
笞It's cold.
笵Oww!Oww!

Oww!
笨It's hot.
笶I'm freezing.
筐It's dark.
筺It's glaring.
笄It's fine.
筍It's rain.
笋It's snow.
筌Ouch!
筅I feel itchy.

筵Bless you!
筥I'm sleepy.
筴I'm hungry.
筧Thank you.
筰I'm sorry.
筱Please.
筬Excuse me.
筮See you!
箝Have a

good time!
箘Take it

easy!
箟A piece

of cake!
箍Go for it!
箜Take care.
箚You can

do it!

箋Try again!
箒Are you

kidding?
箏Of course.
筝Sounds

great!
箙Really?
篋Great!
篁No thanks.
篌By the way.
篏Never mind.
箴This way

please.
篆Here.
篝Come on.
篩Hurry up!
簑Watch out!
簔You did?

●英語での質疑応答を通して、black boxの中に入っているカードを当てるゲーム
です。代表者は選んだカードをblack boxに入れ、質問に答えてイラストのヒン
トを出します。物の性質を尋ねる疑問文を覚え、質問への返答力がつきます。

○black box：220×220×220㎜／厚紙製○クイズ用フラッシュカード：20枚／166×
149㎜／厚紙製／①Bus②Car③Train④Rocket⑤Airplane⑥Bicycle⑦Submarine
⑧Carrot⑨Greenpepper⑩Spinach⑪Apple⑫Pumpkin⑬Dog⑭Cat⑮Rabbit
⑯Elephant⑰Ant⑱Snake⑲Giraffe⑳Zebra○指導用フラッシュカード：20枚(予
備カード3枚)／210×189㎜／厚紙製／①Blue②Yellow③White④Red⑤Black⑥
Brown⑦Green⑧Pink⑨Circle⑩Cube⑪Triangle⑫Trapezoid⑬Ball⑭Square
⑮Long･Short⑯Big･Small⑰High･Low○説明書

蜷指導用フラッシュカード 蜷クイズ用フラッシュカード

What's in the black box？
物の性質をたずね、質問力と回答力を高めます。

えいごで言ってみよう！
日常的な45場面のイラストとフレーズを掲載。

Bigの反対な〜んだ？
簡単な会話を通し、反対語のペアを捜すゲーム！

●イラストカード、文字カードを使って、かるた・反対語かるた・相手探しゲーム
ができます。相手探しゲームは多くの人と会話をしながら進行するので、コミュ
ニケーション能力の育成にもつながります。

○文字カード：32枚＋予備カード4枚／118.5×86㎜／厚紙製○イラストカード：生
徒用／1セット32枚＋予備カード4枚／5セット組／118.5×86㎜／厚紙製／①big
②small③new④old⑤good⑥bad⑦hot⑧cold⑨high⑩low⑪hard⑫soft⑬long
⑭short⑮sweet⑯bitter⑰bright⑱dark⑲cheap⑳expensive澡happy澤sad
澹thick濆thin／他○指導用イラストボード：16枚／186.5×261.5㎜／厚紙製／裏面
マグネット付／①big/small②new/old③good/bad④hot/cold⑤high/low⑥hard/
soft⑦long/short⑧sweet/bitter⑨bright/dark⑩cheap/expensive／他

蜷かるた・反対語かるた 蜷相手探しゲーム 蜷指導用イラストボード
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121_0056 (本体￥15,000)￥16,500121_0300 (本体￥27,000)￥29,700

121_0090 (本体￥10,000)￥11,000 121_1000 (本体￥23,800)￥26,180

笨ヒルマオリジナル│英語教材カタログ

●買い物に必要な英会話表現を14点、また、生徒に身近なくだものや文房具などか
ら24点の英単語を厳選。どの表現、単語も日常生活に密着したものを取り上げて
いるので、買い物に限らず、いろいろな場面で使えます。

○商店街ポスター：1枚／A全判○フラッシュカード：24枚／222×199㎜／裏面マグ
ネット付／厚紙製／①spaghetti②hamburger③salad④lemon⑤orange⑥car_
rot⑦cucumber⑧scissors⑨pencil／他○フレーズカード：14枚／124×302㎜／
裏面マグネット付／厚紙製／①Let's go shopping.②Hello.③May I help you?④
Yes, that's good.⑤What's this?⑥It's 〜.⑦I like this one.⑧〜, please.⑨How
many do you want?⑩How much is it?／他○イラストカード：2枚／A4判／厚
紙製○お札：12枚／69×136㎜○コイン：3種140枚／φ38㎜／厚紙製

蜷フラッシュカード 蜷フレーズカード 蜷買い物ごっこ

英語学習 買い物に行こう！
買い物を通し、生きた英語の習得を目指します。スキットで英語に触れ、国際理解を深めます。

●旅行をしているという設定で、生徒同士が行うスキットを通して、その場所がど
この国なのかを言い当てる、クイズゲームです。

○トラベルイラストカード：10カ国(1カ国各4枚セット)･計40枚／厚紙製／178×198㎜
／表面ラミネート○スキット台本：1カ国1枚・計10枚／厚紙製カード／178×198㎜
○国旗・国ガイドカード：1カ国1枚・計10枚／厚紙製／95×139㎜／ラミネート加
工／ゴムマグネット付○世界地図ポスター：1枚／紙製／A全判(約841×594㎜)

〈カード内容〉①インド：茶畑／サリー／他②フランス：ワイン／チーズ／他③アメ
リカ：ロケット／ハンバーガー／他④中国：太極拳／パンダ／他⑤オーストラリ
ア：ヒツジ／コアラ／他⑥スペイン：教会／闘牛／他⑦ブラジル：サッカー／コー
ヒー畑／他⑧ロシア：トナカイ／他⑨エジプト：モスク／他⑩ドイツ：教会／他

蜷トラベルイラストカード 蜷国旗カード蜷スキットの台本

蜷世界地図ポスター

グループ学習 英語トラベル

●｢鳴き声｣｢あいさつ｣｢職業｣の3つのカテゴリーのクイズを楽しみながら、異文化
に親しむことができるカードセットです。

○カード：36枚／219×199㎜／厚紙製○付属品：強力マグネット12個／説明書

蜷世界の｢こんにちは｣クイズ 蜷英語動物鳴き声クイズ 蜷英語職業当てクイズ

異文化理解クイズセット
英語と文化の違いを同時に学習できるセット！

〈カード内容〉
dog/cat/cow/cock/pig
/duck/bee/lion/frog/
crow/sheep/horse

〈カード内容〉fire fighter/
pilot/doctor/cook/teac_
her/nurse/florist/annou
ncer/police officer/sin_
ger/baseball player/hair
dresser

〈カード内容〉United King_
dom/France/Russia/
India/Spain/Portugal/
Germany/China/Kenya
/Japan/Saudi Arabia
/Republic of Korea

●電話機を使って、数字の聞き取りゲームやスキットをしながら、会話の練習をしま
す。電話機を使用することで臨場感がわき、英語学習の雰囲気作りに最適です。

○フレーズカード：12枚／124×299㎜／裏面マグネット付／①Hello?②This is 〜.③May
I speak to A？④Speaking.⑤Who's calling please？⑥What's up？⑦I'm sorry,
but he/she is out now.⑧Could you call back later？⑨May I take a message？
⑩Yes, please.⑪Your number please.⑫My number is 1234_1234.○シチュエー
ションボード：4種4枚／299×449㎜／厚紙製／①かけ直してくれる？②伝言しまし
ょうか？③動物園へ誘う④ピザを頼む○音声CD：1枚／約12分収録／ネイティブ発音
○教師用電話機：1組／電池通話式／コード15m付／ABS製／電源単3電池4本(別
売)／W205×D95×H68㎜○生徒用電話機：10個／厚紙製／組立式／W20×D40×H160㎜

蜷シチュエーションボード表 蜷シチュエーションボード裏 蜷フレーズカード

蜷教師用電話機

英語学習 電話できるかな？
電話をツールに、会話する姿勢を育みます。
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121_1080 マグネットカード式 (本体￥26,000)￥28,600

121_1090 パネル (本体￥17,600)￥19,360
121_1100 タペストリー (本体￥16,000)￥17,600

121_0001 (本体￥15,000)￥16,500 121_0290 (本体￥42,000)￥46,200

笶ヒルマオリジナル│英語教材カタログ

蜷名称カード

〈カード内容〉
笊eyebrow
笆hair
笳mouth
笘wrist
笙foot
笞face
笵hip
笨eyelashes
笶eye

筐chin
筺elbow
笄head
筍neck
笋heel
筌stomach
筅ear
筵finger
筥waist
筴nose

筧chest
筰knee
筱shoulder
筬cheek
筮hand
箝leg
箘nostril
箟arm
箍ankle

●身体の各名称の部分が空欄になってい
るボード教材です。英語の名称カード
を使って、ひとつひとつ発音を確認し
ながら、空欄に貼り付けて指導します。

○ボード：900×600㎜／スチールパネル
製／表面ラミネート／ゴム製フレーム／
裏面樹脂製マグネット付
○名称カード：28枚／MGシート製／表
面ラミネート加工

タペストリー

パネル

蜷タペストリー
●印刷面が約1500×1080㎜という、迫力のあるビッグサイズの常掲図。しかも軽量

で、丸めて収納できるので、持ち運び・保管に便利です。
○寸法：1500×1080㎜○合成紙製○軸：塩ビ製／L1145㎜／上下2本○吊下げ金具・
紐付○巻止め付
蜷パネル
●発泡スチロール樹脂を芯材に使用した、軽量で丈夫なパネル。表面をラミネート

加工しているので、汚れがつきにくく、耐久性に優れています。
○寸法：1080×780㎜○発泡樹脂パネル製○表面ラミネート加工○アルミフレーム○
吊下げ金具付

英語でからだ、なんて言う？ 体のパーツを英語で言ってみよう！用途に合わ
せて選べる、3種類のラインナップです。

蜷英語ビンゴゲーム 蜷英語カルタ 蜷英語トランプ

●挨拶・自己紹介・買い物・道案内・学校生活などの使用場面や、気持ちを伝える
言語活動を想定し、英単語29点・英語表現7点を選定しています。

○イラストカード・文字カード：各36枚／219×199㎜／厚紙製／①aunt②book③
breakfast④brother⑤desk⑥dictionary⑦dinner⑧family⑨father⑩friend⑪
left⑫library⑬lunch⑭money⑮mother⑯name⑰notebook⑱paper⑲pen⑳
pencil澡plane澤right澹school濆sister澪store濟student濕teacher濬uncle
濔world濘Excuse me.濱Good bye.濮Hello.濛I'm sorry.瀉Let me see.瀋May
I help you?／他○生徒用ビンゴボード：16枚／219×148㎜／厚紙製○生徒用ビンゴ
カード：9枚×16組／68×44㎜(1枚)／厚紙製／①book②father③lunch④moth_
er⑤notebook⑥paper⑦pencil⑧plane／他○強力マグネット：10個○解説書

グループ学習用英語ゲームセット
ビンゴ、カルタ、トランプ3つのゲーム！

笳物 笘場所

笊動物

笆食べ物

●4カテゴリー各10種、合計40種のカードがセットされていますので、違ったパタ
ーンで何度も繰り返しゲームができ、反復練習になります。

○ビンゴカード：35人分／(1人分)4カテゴリー各10種・合計40種／40×40㎜／表面
ラミネート○フラッシュカード：4カテゴリー各10種・
合計40種／178×149㎜／表面ラミネート○ベース：35枚／
146×146㎜／表面ラミネート

〈カード内容〉笊動物：ウマ／クマ／ウサギ／アヒル／
ヒツジ／他笆食べ物：リンゴ／ブドウ／サクランボ／ス
イカ／パン／他 笳物：鉛筆／はさみ／椅子／風船／自
転車／他笘場所：動物園／水族館／駅／山／海／他

エイゴでビンゴ！(クラス用)
遊び感覚で初歩的な英語を身に付けます。
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121_1130 (本体￥15,000)￥16,500

121_0027 (本体￥7,000)￥7,700 121_0230 (本体￥17,500)￥19,250

121_1320 (本体￥23,000)￥25,300

筐ヒルマオリジナル│英語教材カタログ

●実物の写真を使った、たべものカードです。6セット組なので、グループ活動に
最適です。ネイティブ発音で収録した、CD_R音声データ付き。外来語学習や、か
るたとりなどに活用でき、また、表面・裏面共に印刷可能な教師用データも収録。

〈カード6組入〉
○写真たべものカード：両面／60枚×6組／69.5×97㎜／厚紙製○CD_R：1枚／ネ
イティブ発音音声データ・教師用画像データ入○説明書：1枚／A4判

〈カード内容〉
笊rice
笆bread
笳noodle
笘spaghetti
笙buckwheat

noodle
笞cabbage
笵cucumber
笨onion
笶tomato

筐eggplant
筺carrot
笄spinach
筍pumpkin
笋sweet

potato
筌potato
筅soybean
筵corn
筥mushroom
筴seaweed

筧strawberry
筰watermelon
筱banana
筬orange
筮apple
箝lemon
箘cherry
箟grape
箍peach
箜milk
箚tea

箋coffee
箒orange

juice
箏soy

sauce
筝salt
箙pepper
篋butter
篁sugar
篌honey
篏sardine

箴salmon
篆tuna
篝shrimp
篩squid
簑octopus
簔shellfish
篦beef
篥pork
籠chicken
簀ham
簇bacon

簓sausage
篳egg
篷cheese
簗fresh

cream
簍yoghurt
篶ice cream
簣cake
簧chocolate
簪doughnut
簟pancake

英語 たべもの写真カード
音声CD付きで、ネイティブ発音に触れられます。

英語クッキングカード
調理方法、料理名、材料の英語に親しみます。

●料理に関する英語を学習することで、日本の文化を外国の人々に紹介したり、外
国の食文化への理解を深める手助けとなります。

●完成品カードを示し、それに対応した材料カードと調理方法カードを選びます。
名詞・動詞の関係を、視覚的に理解する効果が期待できます。

○カード：計24枚／219×199㎜○強力マグネット：6個○説明書：1冊
①材料カード 11枚／butter/egg/milk/onion/potato/spinach/sugar/bread

crumbs/flour/fish/minced meat
②調理方法カード 6枚／boil/broil/deep_fry/fry/roast/steam
③完成品カード 7枚／boiled egg/broiled fish/butter_fried spinach/fried

egg/hamburg steak/potato croquette/pudding

蜷材料カード 蜷調理方法カード 蜷完成品カード

Let's cook！
ゲームを通して、簡単な定型会話をマスター！

●ポーカーゲームや、世界の様々な国の代表料理を当てるゲームを通して、簡単な
疑問文やそれに対する答え方を自然と覚えることができ、異文化への関心を広げ
る発展的な学習ができます。

○サンドイッチ材料カード：10種42枚×5セット組／125×149㎜／①Bread8枚②
Butter8枚③Lettuce5枚④Tomato4枚⑤Cucumber5枚⑥Egg3枚⑦Avocado2
枚⑧Chicken2枚⑨Tuna2枚⑩Ham3枚○世界の料理カード：15ヵ国各1枚／予備
4枚／計19枚／202×179㎜／裏面マグネット付／①Barbecue②Cous Cous③
Dumplings④Spicy Prawn Soup⑤Pajeon／他○味覚フレーズカード：11種11枚／
202×179㎜／①Delicious②Bad③Sweet④Salty⑤Hot・Spicy⑥Sour／他○サ
ンドイッチ完成見本ポスター：A1判1枚○世界の料理地図：A1判1枚

●5種類のサンドイッチの中から自分
が好きなものを選び、必要なカード
を英語で会話しながら集めてサン
ドイッチを完成させるゲームなどで、
ゲームの中で繰り返し会話をし、自
然と英語を定着させていきます。

蜷材料カード

●レストランのメニューと伝票が書かれたスチール製ボードです。メニューボード
を見ながら、英語で食事を注文する練習をします。オーダーをする、受けるとい
う活動を通して、英語を注意深く聞く姿勢や積極的にコミュニケーションを取る
心を育みます。メニューの価格は書き込み式になっているので、“How much is
it ?”を練習しながら、クラスで繰り返し違う価格設定ができます。

○寸法：900×600㎜○パネル：スチール製○ゴム枠○ラーフル付黒マーカー1本付

①“How much is it ?”とたずね、商品
の価格をクラスで設定します。

②注文を受ける人は伝票にオーダーの種
類、個数、総額を書き込みます。

料理イラスト
は、121_1250
英語ピクチャ
ーカードラン
チメニュー編
(別売)と同じ
イラストです。
用 途 に 合 わ
せ、英語ピク
チャーカード
もあわせてご
利用下さい。

レストランボード
ロールプレイを通して聞く・話す力を育みます。
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121_1150 (本体￥11,000)￥12,100

121_0270 (本体￥40,500)￥44,550 121_1030 (本体￥29,000)￥31,900

121_1170 タペストリー (本体￥15,000)￥16,500
121_1160 パネル (本体￥35,500)￥39,050

筺ヒルマオリジナル│英語教材カタログ

●注文や会計時の簡単な英会話練習などに使
用できるリアルな寿司イラスト入りカード。

〈ポスター・CD付〉○カード：5セット入／1
セット30枚･予備カード2枚計32枚／107×70㎜
／厚紙製○ポスター：両面(表面：寿司メニュ
ー／裏面：寿司魚図鑑)／606×909㎜／1枚○
CD：1枚／ネイティブ発音音声収録／魚の英
語名など30語／注文・会計スキット収録○解
説書付○化粧ケース入

〈カード内容〉
笊tuna
笆salmon
笳mackerel
笘striped jack
笙sardine
笞skipjack

tuna
笵sea bream
笨halibut
笶amberjack
筐shad
筺conger eel
笄eel
筍squid
笋shrimp
筌mantis

shrimp

筅octopus
筵sea urchin
筥salmon roe
筴scallop
筧ark shell
筰tuna roll
筱fatty tuna
筬Japanese

omelette
筮crab
箝abalone
箘california roll
箟pickled

ginger
箍soy sauce
箜wasabi
箚green tea

蜷表

蜷裏

蜷ポスター

みんなでSUSHI英語！
ロールプレイングを通して会話力を高めます。

蜷行事カード 蜷天気カード 蜷月カード・曜日カード

●子ども達が毎日目にする場所に飾り、日付、曜日、行事などのカードを貼り替え
ることで常に英語に触れることのできる環境を作ります。

○ベースパネル：スチール製／450×600㎜／表面ラミネート加工／ゴムフレーム／
吊下げ金具付○カード：MGシート製○月カード12枚・天気カード5枚・曜日カード
7枚・無地カード4枚／各50×170㎜○日付カード：50×30㎜／10種12枚○行事カー
ド(日本)：10枚／100×120㎜／①Coming of age day②Bean throwing ceremo_
ny③Vernal Equinox Day④The doll's festival⑤Children's Day⑥The first day
of summer／他○行事カード(アメリカ)：10枚／100×120㎜／①ML King Day②
St.Valentine Day③Presidents' Day④St.Patrick Day⑤Easter⑥Memorial
Day⑦Independence Day／他○マーカー・ラーフル付○説明書付

Classroom Decoration.
天気や曜日表現を、毎日の習慣の中で覚えます。

Where is a panda？
動物園を舞台に位置、色、動物の英語表現を学習。

蜷動物カード 蜷指導用positionカード

●空の動物園の檻の中に、"The dog is in the red cage."などの指示通りに、動物
カードを貼り付けながら学習します。動物名や位置を変えれば、いろいろなパタ
ーンで授業を展開できます。

○ボード：600×900㎜／スチールパネル製○檻の色：①red②blue③black④orange
⑤yellow⑥brown⑦green⑧pink⑨white⑩grey⑪purple○動物カード：25枚／91×
125.5㎜／厚紙製／マグネット付／①elephant②rabbit③tiger④lion⑤giraffe⑥
zebra⑦penguin⑧cow⑨monkey⑩panda⑪gorilla⑫bird⑬camel⑭kangaroo
⑮bear⑯deer⑰racoon⑱pig⑲sheep⑳hippopotamus澡koala澤horse澹dog濆
cat澪I○指導用positionカード：9枚／125.5×187㎜／厚紙製／マグネット付／①in
②on③under④next⑤right⑥left⑦in front of⑧behind⑨between A and B

タペストリー

パネル

＊パネルのみ

蜷パネル付属単語カード

蜷タペストリー
〈大判〉○寸法：約1106×1500㎜○合成紙製○軸：塩ビ製／上下2本○吊下金具・紐
付○巻止め付　＊タペストリーにはCD・カードは付属しません。

蜷パネル
●季節ごとのイラストを見ながら、単語カードを1枚ずつ絵の中に貼り付け、単語

を覚えていきます。付属CDの｢I like spring チャンツ｣で、覚えた単語を使い、リ
ズムに乗って自己紹介ができます。

〈単語カード・CD付〉
○ボード：スチールパネル製／600×900㎜○単語カード：32枚／50×140㎜／厚紙
製／裏面磁石付○CD：ネイティブ発音収録／単語32語・I like springチャンツ(カラ
オケ付)

〈単語カード内容〉
spring(春)：warm/cherry blossom/tulip/dandelion/tadpole/strawberry
summer(夏)：hot/beetle/cicada/sunflower/watermelon/peach/swimming
autumn(秋)：cool/maple/cricket/pear/chestnut/dragonfly/hiking
winter(冬)：cold/snow/penguin/crab/skating/skiing/mandarin orange

英語学習 季節で自己紹介
チャンツに合わせて自己紹介をしてみよう！
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121_0500 タペストリー (本体￥14,000)￥15,400
121_0490 パネル (本体￥18,700)￥20,570121_0030 パネル (本体￥17,900)￥19,690

121_0320 タペストリー (本体￥15,500)￥17,050

アルファベット表
大文字も小文字も配置したカラフルな掛図。

アルファベットの書き方
活字体を見出しに、ブロック体、筆記体を表記。

蜷パネル ○780×1080㎜

蜷タペストリー　○1060×1500㎜○軸：L1545㎜ 蜷タペストリー　○1500×1080㎜○軸：L1145㎜

蜷パネル
○841×1189㎜

〈パネル〉
●発泡スチロール樹脂を芯材に使用した、軽量で丈夫なパネルです。表面を

ラミネート加工しているので、汚れがつきにくく、耐久性に優れています。
○発泡樹脂パネル製○表面ラミネート○アルミフレーム○吊下げ金具付

〈タペストリー〉
●ビッグサイズの常掲図。しかも軽量で、丸めて収納することができるので、

持ち運び・保管に便利です。
○合成紙製○軸：塩ビ製／上下2本○吊下げ金具・紐付○巻止め付

ひかりのくにグループ

株式会社
〒175_0082 東京都板橋区高島平6丁目1_1

TEL 03_6904_2600(代表)
FAX 03_6904_2577

[2022.4]　＊表示価格は、本体価格に消費税10%を加えた総額です。

代理店

121_0280 タペストリー (本体￥15,800)￥17,380
121_0070 パネル(両面) (本体￥26,300)￥28,930

イラストアルファベット表 カラフルで楽しいイラストと共にアルファベット
を掲載。英語学習入門期に最適です。

蜷タペストリー　○1100×1500㎜ ○軸：L1545㎜ 蜷パネル ○寸法：A0判(840×1195㎜)

○裏：P〜Z

○表：A〜O
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