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オリジナル

小学 国語 教材カタログ

2022

クロス点線入 ひらがな五十おん・かたかな五十おん

111_1280 クロス点線入ひらがな五十おん 常掲

[本体￥1,500]￥1,650

〈B1判〉●寸法：W1030×H728㎜●材質：紙製●カラー印刷

111_1290 クロス点線入かたかな五十おん 常掲 [本体￥1,500]￥1,650
〈B1判〉●寸法：W1030×H728㎜●材質：紙製●カラー印刷
●実際に自分でノートなどに書く際に目安となる、クロス点線入りのマス目に
文字が書いてある五十音表。親しみのあるイラストとともに併記されており、

初期のひらがな・かたかな学習に最適です。
●マス目に使用されているメインの文字の書体は、学習指
導要領に準拠し、書き方の方向や点・ハライの形状を保
ちながらも、太さの強弱を抑え、ロービジョン(弱視)、
ディスレクシア(読み書き障害)に配慮したデザインのUD
教科書体を採用しています。

ひらがな五十おん・かたかな五十おん

常掲

ひらがな五十おん
111_0089 常掲
111_1070 タペストリー

[本体￥ 1,000]￥

1,100

[本体￥14,700]￥16,170

かたかな五十おん
111_0092 常掲
111_1080 タペストリー

[本体￥ 1,000]￥

1,100

[本体￥14,700]￥16,170

■常掲
〈B半裁2枚つなぎ〉●紙製●寸法：W2140×H385㎜
■タペストリー
〈大判〉●合成紙製●寸法：約W1500×H660㎜●軸：L1545㎜
／塩ビ製／上下2本●吊下げ用紐付●巻止め付

タペストリー

株式会社

蜷クロス点線入
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ヒルマオリジナル

小学国語教材カタログ 玳

えいりひらがな五十おん
●精巧でかわいらしい切り絵をベースにした、色鮮や
かなひらがな五十音表です。

111_0698
111_0715
111_0960
111_1090
常掲

常掲
パネル
タペストリー
タペストリー(大)

[本体￥ 1,200]￥

1,320

[本体￥22,700]￥24,970
[本体￥19,400]￥21,340
[本体￥35,000]￥38,500

■常掲
〈B半裁3枚つなぎ〉●紙製●寸法：W2287×H526㎜
■パネル
〈3枚組〉●フレーム：樹脂製●寸法：約W770×H527㎜
(1枚)
■タペストリー
〈大判･3本組〉●合成紙製●寸法：約W900×H640㎜(1
本)●軸：塩ビ製／L945㎜／上下2本●吊下げ用紐付●
巻止め付

タペストリー(大)

■タペストリー(大)
〈特大判･2本組〉●合成紙製●寸法：約W2060×H1150㎜
(1本)●軸：塩ビ製／L2105㎜／上下2本●吊下げ用紐付
●巻止め付

パネル

えいりかたかな五十おん
●身近な外来語の楽しいイラストで構成された、色鮮
やかなかたかな五十音表です。

111_0702
111_0728
111_0970
111_1100
常掲

常掲
パネル
タペストリー
タペストリー(大)

[本体￥ 1,200]￥

1,320

[本体￥22,700]￥24,970
[本体￥19,400]￥21,340
[本体￥35,000]￥38,500

■常掲
〈B半裁3枚つなぎ〉●紙製●寸法：W2287×H526㎜
■パネル
〈3枚組〉●フレーム：樹脂製●寸法：約W770×H527㎜
(1枚)
■タペストリー
〈大判･3本組〉●合成紙製●寸法：約W900×H640㎜(1
本)●軸：塩ビ製／L945㎜／上下2本●吊下げ用紐付●
巻止め付

タペストリー(大)

絵入りひらがなカード

[本体￥13,000]￥14,300
●親しみのある絵で、書き順だけではなく、楽しみ
ながらひらがなの五十音を覚えることができます。
●両面どちらでも黒板に貼り付けられます。
〈両面マグネット付〉●寸法：W148×H147㎜●厚紙
製●表面ラミネート加工●表：書き順／2色印刷●
裏：イラスト入／4色印刷●46枚入●化粧ケース入

512_2452

■タペストリー(大)
〈特大判･2本組〉●合成紙製●寸法：約W2060×H1150㎜
(1本)●軸：塩ビ製／L2105㎜／上下2本●吊下げ用紐付
●巻止め付

パネル

絵入りかたかなカード

[本体￥13,000]￥14,300
●親しみのある絵で、書き順だけではなく、楽しみ
ながらかたかなの五十音が覚えられます。
●かたかなことばの書き方・使い方も学習できます。
〈両面マグネット付〉●寸法：W148×H147㎜●厚紙
製●表面ラミネート加工●表：書き順／2色印刷●
裏：イラスト入／4色印刷●46枚入●化粧ケース入

512_2465
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ヒルマオリジナル

小学国語教材カタログ 珎

カラーひらがな・かたかなの書き順
111_1250 常掲

[本体￥1,300]￥1,430

〈B1変形判〉
●寸法：W910×H728㎜●紙製●カラー印刷
●ひらがなとかたかなの書き順を1画目(赤)、2画目(緑)、3画目(青)、4画目
(水色)と順番に色分けして示しているので、視覚で確認しながら書き順を覚
えることができます。
●一覧になっているので、他の文字との類似や違いが一目でわかり、各文字の
特徴を発見しながら書き順を覚えることができるユニークな筆順表です。
●ひらがなとかたかなが上下に併記されているので、それぞれの違いを見比べ
ながら学習することができます。
●低学年の教室の雰囲気づくりに最適な、明るくカラフルな色彩の常掲図です。

蜷ひらがな 書き順例

蜷かたかな 書き順例

カラーひらがなの書き順・カラーかたかなの書き順
カラーひらがなの書き順
111_0757 パネル
111_1110 タペストリー

タペストリー

[本体￥18,900]￥20,790
[本体￥14,700]￥16,170

カラーかたかなの書き順
111_0760 パネル
111_1120 タペストリー

[本体￥18,900]￥20,790
[本体￥14,700]￥16,170

■パネル
〈軽量〉
●発泡樹脂パネル製●寸法：W1195×H607㎜●4色印刷
●表面ラミネート加工●アルミフレーム
■タペストリー
〈大判〉
●合成紙製●寸法：約W1500×H660㎜●軸：L1545㎜／
塩ビ製／上下2本●吊下げ用紐付●巻止め付
パネル

カラーひらがな筆順カード

[本体￥10,000]￥11,000
●ひらがなの書き順が色分けしてあり、遠くの席か
らもよく見える約17㎝四方の大きなカードです。
●裏面にはマグネットが付いているので、黒板など
に貼って並べれば、さらに学習効果が上がります。
〈裏面マグネット付〉●173×172㎜●厚紙製●表面ラ
ミネート加工●4色印刷●46枚入●化粧ケース入

111_0731

カラーかたかな筆順カード

[本体￥10,000]￥11,000
●かたかなの書き順が色分けしてあり、遠くの席か
らもよく見える約17㎝四方の大きなカードです。
●裏面にはマグネットが付いているので、黒板など
に貼って並べれば、さらに学習効果が上がります。
〈裏面マグネット付〉●173×172㎜●厚紙製●表面ラ
ミネート加工●4色印刷●46枚入●化粧ケース入

111_0744
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ヒルマオリジナル

小学国語教材カタログ 玻

〈パネル・タペストリー〉学年別カラー漢字表

2020年4月改訂

●2020年度から実施の新学習指導要領｢学年別配当漢字｣で、新たに追加の20字を
加えた1026字すべてを掲載。配当の変更にも対応した、最新学年別漢字表です。
●従来の2色印刷の漢字表に比べ、カラフルで児童の目に止まりやすく、楽しく
漢字を習得することができます。

■パネル ●発泡スチロール樹脂が芯材の、軽くて丈夫なパネルです。
111_1130
111_1140
111_1150
111_1161
111_1171
111_1181
111_1261

1年 〈80字〉●画数●読み方●使い方●書き順
2年 〈160字〉●画数●読み方●使い方●書き順
3年 〈200字〉●画数●音読み●訓読み●使い方●へんとつくり
4年 〈202字〉●画数●音読み●訓読み●使い方●へんとつくり
5年 〈193字〉●画数●音読み●訓読み●使い方●へんとつくり
6年 〈191字〉●画数●音読み●訓読み●使い方●へんとつくり
全学年6枚組

[本体￥ 21,000]￥

23,100
23,100
[本体￥ 21,000]￥ 23,100
[本体￥ 21,000]￥ 23,100
[本体￥ 21,000]￥ 23,100
[本体￥ 21,000]￥ 23,100
[本体￥126,000]￥138,600
[本体￥ 21,000]￥

●W1080×H780㎜●発泡樹脂パネル製／表面ラミネート加工／アルミフレーム

■タペストリー ●軽量で、丸めて収納でき、持ち運びや保管に便利です。
111_1190
111_1200
111_1210
111_1221
111_1231
111_1241
111_1271

1年 タペストリー

1年 〈80字〉●画数●読み方●使い方●書き順
2年 〈160字〉●画数●読み方●使い方●書き順
3年 〈200字〉●画数●音読み●訓読み●使い方●へんとつくり
4年 〈202字〉●画数●音読み●訓読み●使い方●へんとつくり
5年 〈193字〉●画数●音読み●訓読み●使い方●へんとつくり
6年 〈191字〉●画数●音読み●訓読み●使い方●へんとつくり
全学年6枚組

[本体￥ 15,000]￥
[本体￥ 15,000]￥
[本体￥ 15,000]￥
[本体￥ 15,000]￥
[本体￥ 15,000]￥
[本体￥ 15,000]￥
[本体￥ 90,000]￥

16,500
16,500
16,500
16,500
16,500
16,500
99,000

●W1250×H900㎜●材質：合成紙製●軸：塩ビ製／上下2本／L1295㎜

5年 パネル

蜷1・2年 例

蜷3〜6年 例

蜷従来の漢字表にはなかった、各漢字の〈使い方〉を掲載しました。
蜷3〜6年生用には、各漢字の〈へんとつくり、その名称〉も掲載しています。

新学年別漢字表1〜6年

蜷右側は音読み、 蜷
〈 〉付きは高校
左側は訓読み。 で習う読み方。

●2020年度実施の新学習指導要領で、新たに追加の20字
を含む学習漢字1026字すべてを掲載。学年の配当の
変更にも対応した、最新の学年別漢字表です。
●｢音訓の小・中・高等学校段階別割り振り表(平成29年
3月文部科学省)｣に基づき、小学校・中学校・高校で
習う読み方をすべて掲載しています。

111_1370
111_1380
111_1390
111_1400
111_1410
111_1420
111_1430
パネル

2019年4月改訂

パネル6枚組
パネル1年
パネル2年
パネル3年
パネル4年
パネル5年
パネル6年

●1026字

[本体￥66,000]￥72,600

●80字

[本体￥11,000]￥12,100

●160字

[本体￥11,000]￥12,100

●200字

[本体￥11,000]￥12,100

●202字

[本体￥11,000]￥12,100

●193字

[本体￥11,000]￥12,100

●191字

[本体￥11,000]￥12,100

●各学年1枚●B1判(約730×1030㎜)●アルミ製フレーム

●表に使用されている書体は、学習指導要領に準拠し、
書き方の方向や点・ハライの形状を保ちながらも、太
さの強弱を抑え、ロービジョン(弱視)、ディスレクシ
ア(読み書き障害)に配慮したデザインのUD教科書体
を採用しました。児童の硬筆での手書き文字に近い
字形です。

111_1300
111_1310
111_1320
111_1330
111_1340
111_1350
111_1360

常掲6枚組
常掲1年
常掲2年
常掲3年
常掲4年
常掲5年
常掲6年

●1026字

[本体￥5,400]￥5,940

●80字

[本体￥ 900]￥

●160字

[本体￥ 900]￥

●200字

[本体￥ 900]￥

●202字

[本体￥ 900]￥

●193字

[本体￥ 900]￥

●191字

[本体￥ 900]￥

●各学年1枚●紙製●寸法：B1判(728×1030㎜)

990
990
990
990
990
990
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ヒルマオリジナル

小学国語教材カタログ 珀

新訂小学国語漢字カード1〜6年
●漢字1字を1枚のカードにまとめていま
すので、1文字ごとに指導できます。
●カード表面には、漢字の読み・送りが
な・用字例を記載。送りがなは、訓読
みと区別して朱色で示しています。1
年は音の読みについてもひらがなで表
記してあります。
●カード裏面には、各漢字の筆順が記載
してあります(1年除く)。
●1年の漢字の書き順はカード裏面では
なく、別カードで用意されていますの
で、学習する漢字と書き順を同時に提
示することができます。
●国語の漢字学習用としてはもちろん、
鍵穴付きですので、常掲用としてもご
活用いただけます。
●無地カードを使い、オリジナルのカー
ドを作ることもできます。

011_1111
011_1124
011_1137
011_1140
011_1153
011_1166

1年
2年
3年
4年
5年
6年

〈80字〉●カード160枚●無地10枚

[本体￥11,000]￥12,100

〈160字〉●カード160枚●無地10枚

[本体￥11,000]￥12,100

〈200字〉●カード200枚●無地10枚

[本体￥11,000]￥12,100

〈200字〉●カード200枚●無地10枚

[本体￥11,000]￥12,100

〈185字〉●カード185枚●無地10枚

[本体￥11,000]￥12,100

〈181字〉●カード181枚●無地10枚

[本体￥11,000]￥12,100

●表：読み／送りがな／用字例●裏：書き順(1年除く)／無地(1年)●寸法：85×
300㎜●材質：厚紙製●鍵穴付●ビニールレザー貼ケース入(1〜6年)
＊2020年実施の新学年別漢字配当表に準拠するためには、別売(下記)の追加版が
必要となります。

蜷1年(表・裏・表・裏)

蜷4年(表・裏・表・裏)

新訂小学国語漢字カード 追加版(4年・5年・6年)
●2020年実施の新学習指導要領で新たに追加された漢字と、配当学年に変更のあっ
た漢字のみを収録した、4・5・6年の学年別カードです。上記の｢新訂小学国語
漢字カード｣に追加していただくとで、新学習指導要領に準拠した漢字カードを
すべて揃えることができます。複雑な漢字の書き順も一画ずつ表示しました。

011_2020 4年追加版 〈新学年別漢字配当表対応25字〉●カード25枚
011_2030 5年追加版 〈新学年別漢字配当表対応21字〉●カード21枚
011_2040 6年追加版 〈新学年別漢字配当表対応11字〉●カード11枚
蜷4年追加版収録漢字 茨／媛／岡／賀／潟／
岐／熊／群／香／佐／埼／崎／滋／鹿／城／
縄／井／沖／徳／栃／奈／梨／阪／阜／富
蜷5年追加版収録漢字 囲／紀／喜／救／型／
航／告／殺／士／史／象／賞／貯／停／堂／
得／毒／費／粉／脈／歴
蜷6年追加版収録漢字 胃／恩／券／承／舌／
銭／退／腸／敵／俵／預

4年

[本体￥ 5,000]￥

5,500
5,500
5,000]￥ 5,500

[本体￥ 5,000]￥
[本体￥

●表：読み／送りがな／
用字例
●裏：書き順
●寸法：85×300㎜
●材質：厚紙製
●PPケース入

5年

6年

〈MGシート〉読み方記入用文字指導板
512_3190 黒板
512_3200 白板

[本体￥12,500]￥13,750
[本体￥14,500]￥15,950

●従来の文字指導板に｢読み｣を書き込めるスペースを作
った文字指導板です。音読み、訓読みをそれぞれ書き
込むことができます。
●漢字に音読みと訓読みを併記することで、一つの文字
に複数の読み方があることを理解させます。
●MGシート製ですので、教室の黒板に貼って提示する
ことができ、授業後も掲示したままにしておくことで、
常に児童の目に触れる環境を作ることができます。
〈各3枚組〉
●寸法：W300×H600×T0.5㎜
●材質：MGシート製
●黒板：黒板塗装
●白板：ホワイトボードラミネート加工

黒板

蜷使用例

白板

蜷使用例
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ヒルマオリジナル

小学国語教材カタログ 珥

〈MGシート〉五連式文字指導板

文字指導板
[本体￥15,500]￥17,050

512_3260

●｢あいうえお｣など五十音や、｢あさ
がお｣｢いぬ｣などの簡単な単語を並
べて書け、表示できるマス目が5つ
つながった文字指導板です。
〈3枚組〉
●寸法：W200×H900×T0.5㎜
●材質：MGシート製
●表面：黒板塗装／クロス点線入
●裏面：全面ゴム磁石

[本体￥13,700]￥15,070
●教室の黒板と同じ材質で作り上げた耐久モデルです。
●チョークのすべりがよく、書き消ししやすい黒板です。
〈スチール製・3枚組〉
●寸法：317×317×T5㎜●500g(1枚)●材質：MDF／ス
チール鋼●表面：クロス点線入●裏面：磁石付

512_3250 ST_黄

ローマ字表(ヘボン式)

ローマ字のつづり方

パネル

タペストリー

●B全判(約W770×H1070㎜)
111_0324 常掲
●布表装●B全判
111_0513 軸製
111_0526 パネル ●アルミフレーム●B全判

パネル
[本体￥

900]￥

990

[本体￥12,000]￥13,200
[本体￥15,000]￥16,500

[本体￥9,400]￥10,340
111_0980 タペストリー
〈大判〉●寸法：W900×H1270㎜●合成紙製●軸：塩ビ製／L945㎜／上下2本

タペストリー

[本体￥18,700]￥20,570
●寸法：W780×H1080㎜●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

111_0990 パネル

[本体￥14,000]￥15,400
111_1000 タペストリー
〈大判〉●寸法：W1080×H1500㎜●合成紙製●軸：塩ビ製／L1145㎜／上下2本

〈軽量スチール製〉発表ボード
■〈軽量スチール製〉両面(緑・白)

■〈軽量スチール製〉両面(白・白)

小(裏)

大(表)

512_3280 大 〈5枚組〉●450×600×T3(ボード)／7(フチ)㎜●940g
512_3290 小 〈5枚組〉●300×450×T3(ボード)／7(フチ)㎜●470g

小

大
[本体￥26,800]￥29,480
[本体￥17,000]￥18,700

〈両面〉●黒板／白板●軽量スチール製●マグネット付ゴムフレーム
●ボード本体にもマグネットが使用できる軽量スチール製です。
●両面ともに書き込みができるタイプの発表ボードです。
●ボード四隅には発泡付きゴム磁石が付いており、湾曲黒板でも使用できます。

512_3220 大 〈5枚組〉●450×600×T3(ボード)／7(フチ)㎜●940g
512_3230 小 〈5枚組〉●300×450×T3(ボード)／7(フチ)㎜●470g

[本体￥26,800]￥29,480
[本体￥17,000]￥18,700

〈両面〉●白板／白板●軽量スチール製●マグネット付ゴムフレーム
●ボード本体にもマグネットが使用できる軽量スチール製です。
●両面ともに書き込みができるタイプの発表ボードです。
●ボード四隅には発泡付きゴム磁石が付いており、湾曲黒板でも使用できます。
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〈MGシート〉話し合い司会黒板・白板
蜷学級会や討論会などにおいて、児童・生徒が司会役となって話し

司会

合いを進める際の補助黒板・白板です。論理的思考力、問題解決
力やリーダーシップなどの能力を養います。
蜷
〈司会黒板・白板〉話し合いの議題や目的、進め方などを明確にし
て、話し合いを効率的に進めます。決まったことや今後の予定を
書き込み、期日まで掲示しておくことも可能です。
蜷
〈意見整理黒板・白板〉4種類の表に、児童・生徒から出たさまざ
まな意見をマーカーで書き込んだり、意見を書いた付箋を貼り付
けたりすることで、問題の対立構造や因果関係などが可視化でき、
意見をまとめるのに役立ちます。
蜷マグネットシートなので、丸めて持ち運ぶことができ、保管にも
場所をとらず省スペースになります。
[本体￥144,700]￥159,170
582_5410 黒板(全5種組)
〈MGシート黒板〉●材質：MGシート製●表面：ペット樹脂製黒板／黄色印刷
●裏面：マグネットシート●収納ケース入
[本体￥154,600]￥170,060
582_5420
〈MGシート白板〉●材質：MGシート製●表面：ペット樹脂製白板／カラー印
刷／ホワイトボードラミネート加工●裏面：マグネットシート●収納ケース入

白板(全5種組)

胙 二項対立

白板

黒板 使用例

582_5140 司会黒板 ●W600×H900㎜
582_5190 司会白板 ●W600×H900㎜

[本体￥24,500]￥26,950
[本体￥23,000]￥25,300

●話し合いの議題や目的、進め方などを明確にし、話し合いを円滑に進めます。
決まったことや今後の予定を書き込み、期日まで掲示することもできます。

胝 マトリックス
黒板 使用例

白板 使用例

黒板

白板

582_5150 意見整理黒板A 〈二項対立〉●W900×H600㎜
582_5200 意見整理白板A 〈二項対立〉●W900×H600㎜

[本体￥24,500]￥26,950
[本体￥23,000]￥25,300

●二案を比較するときや、ある意見について賛成・反対に分かれて討論会をす
るときなど、対立する意見を並べて見ながら議論を進められます。

胄 2軸マッピング

582_5160 意見整理黒板B 〈マトリックス〉●900×900㎜
582_5210 意見整理白板B 〈マトリックス〉●900×900㎜

[本体￥36,200]￥39,820

●二項対立に書き込まれた意見を、その内容によってさらに2つに分類して整
理できます。線を足してより複雑なマトリックスにすることも可能です。

胚 ロジックツリー
白板 使用例

黒板

582_5170 意見整理黒板C 〈2軸マッピング〉●900×900㎜
582_5220 意見整理白板C 〈2軸マッピング〉●900×900㎜

[本体￥31,900]￥35,090

白板 使用例

黒板

[本体￥31,900]￥35,090
[本体￥36,200]￥39,820

●ブレインストーミングの際など、自由な意見を集めた後に、2軸を決めて整
理していくことで、話し合いの方向性を見えやすくします。

582_5180 意見整理黒板D 〈ロジックツリー〉●900×900㎜
582_5230 意見整理白板D 〈ロジックツリー〉●900×900㎜

[本体￥31,900]￥35,090
[本体￥36,200]￥39,820

●物事を分析・検討する際に、その論理展開を2〜3ずつツリー状に分解して
考えていくことで、その原因や解決手段を導き出すことができます。
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〈タペストリー〉げんきにあいさつをしよう
[本体￥12,500]￥13,750
●子どもたちに小さいうちから身につけさせたい、基本的なあいさつの例を楽
しいイラスト入りで一覧にしたタペストリーです。
●あいさつを通して、先生や友達、家族、身の回りの人と、進んで会話できる
よう、コミュニケーション能力を養います。
●軽量で丸めて収納することができますので、持ち運び・保管が容易にでき、
印刷面は約900×1270㎜という、教室で使いやすい大きさになっています。
〈あいさつ／12項目〉
●寸法：900×1270㎜●軸：塩ビ製／L945㎜／上下2本●吊下げ金具・紐付／巻
止付

021_0080

蚪 あいさつ12項目 蚪
①いってらっしゃい／いってきます

⑦いただきます

②おはようございます

⑧ごちそうさまでした

③おはよう

⑨さようなら

④はい げんきです

⑩ただいま／おかえりなさい

⑤こんにちは

⑪こんばんは

⑥しつれいします

⑫おやすみなさい

蜷｢こんな時はどうあいさつするのかな？｣をシーンごとにまとめました。

〈タペストリー〉じぶんのきもちをつたえよう
[本体￥12,500]￥13,750
●子どもたちに小さいうちから身につけさせたい、自分の気持ちを伝える会話
の例を楽しいイラスト入りで一覧にしたタペストリーです。
●自分の気持ちを伝えることで、相手の気持ちをを思いやり、考える気持ちも
育みます。
●軽量で丸めて収納することができますので、持ち運び・保管が容易にでき、
印刷面は約900×1270㎜という、教室で使いやすい大きさになっています。
〈気持ちを伝える／8項目〉
●寸法：900×1270㎜●軸：塩ビ製／L945㎜／上下2本●吊下げ金具・紐付／巻
止付

021_0090

蚪気持ちを伝える言葉8項目蚪
①はい どうぞ／ありがとう

⑤いっしょにあそぼう

②ごめんなさい

⑥だいじょうぶ／おだいじに

③だめだよ／あぶないよ

⑦うれしいな／よかったね

④がんばって／できるよ

⑧おいしいね

蜷素直に自分の気持ちを伝え、相手を思いやる気持ちを一覧にしました。

ひかりのくに グループ
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