
カード教材 カームダウン

ゲーム

●寸法／850（幅）×12（奥）×1070（高）mm　
●ポケット深さ／50mm

8-617-5602 型式／LER2206

［ラーニング・リソーシズ］

ポケットチャート スタンダード

Look P.530

Look P.533

Look P.539Look P.530

Look P.537

Look P.517

［MindWare］

ノームズ アット ナイト

●寸法／ゲームボードサイズ：260（幅）×260（奥）×20（高）mm　
●対象年齢／6歳以上　●プレイ人数／2〜4人　●プレイ時間／15分

8-617-5598 型式／GMC27

［合同出版］

コロロメソッドで学ぶ 
動作のことば学習カード

●カード寸法／115（縦）×89（横）mm
8-617-5446

ことばが出ない、増えない… そんな子どもたちの発語を促すツール。

※商品にカードは含まれておりません。

ポコポコ押したらやみつきに！ 
いつでも、どこでもストレス発散！
2人で交互にポコポコ押して、最後のバブルを対戦相手に押させ
ることができたら勝ち！対戦ゲームとしてもお使いいただけます。

●❷●❶

使用例

名前をつけて、覚えて、早く言おう！！

Look P.536

Look P.536

プレイヤー全員で話し合いながらゴールを目指す「協力型ボードゲーム」。

〈支援学級担当の先生の感想〉
・�全てのカードを使って進める
と覚えることができずにゲー
ムが成り立たなかったが、
カードの枚数を減らしてみる
と遊ぶことができた。
・�ルールが簡単で取り組みやす
く、すでに遊び方を知ってい
る子をリーダーにして進めら
れたのもよかった。

かたさレベルが3種類のボールが
セットになっています。

人の話を聴けない子、人の話を聴けない子、
自分の気持ちを話すのが自分の気持ちを話すのが
苦手な子に。苦手な子に。

ゲームを楽しみながら
自己選択と
意思表明の支援を。

Look P.538 Look P.538

カードに
描かれた絵から
どちらが好きかを
答えるだけ。

※商品にカードは含まれておりません。

［合同出版］

●カード寸法／84（縦）×63（横）mm
8-617-5445

コロロメソッドで学ぶ 
なまえのことば学習カード

日本語教育にも
最適。

税抜税抜

¥¥ 880880
税込税込¥¥968968

1個
M価税抜 オープン

感情のコントロールができない時に！
その子、その子に合うボールをお選びください。

黄色＝柔らかい黄色＝柔らかい

緑＝とても柔らかい緑＝とても柔らかい

使用例

ピンク＝硬いピンク＝硬い

●寸法／50（径）mm　
8-617-5540 型式／13785009

［Mindware］ストレスボール  3色セット

●寸法／65（径）mm
8-617-5541 型式／13785010

［Mindware］スクーズ（Sqwooz）

➡

M価税抜 オープン

税抜税抜

¥¥ 1,5401,540
税込¥1,694

1セット
（3個入）

使用例

※乳児への使用は避けてください。

自分で自分を落ち着かせる
香りのお守りを携帯しよう。 Look P.536

●シール直径／20mm　●内容／60枚（12枚×5シート）　●質量／17g　 
●材質／不織布（レーヨン）、PET、アクリル系粘着剤

［tobiraco］貼る療育アロマ おだやか
8-617-5640 型式／18016

気持ちを落ち着かせ、
感情のコントロールをサポート。 Look P.536

●寸法／45（幅）×45（奥）×203（高）mm　●質量／155g　
8-617-5597 型式／93386
リラックスカラフルボトル 3個セット
［hand2mind］

Look P.517

楽しく日本語を学ぶ楽しく日本語を学ぶ!!

●寸法／300（幅）×20（奥）×400（高）mm　
●ポケット深さ／30mm

8-617-5601 型式／LER2523

［ラーニング・リソーシズ］

両面ポケットチャート 卓上型

Look P.517

［合同出版］

話し言葉・書き言葉が豊かになる
オノマトペ絵カード

●カード寸法／8.9（縦）×6.3（横）mm
8-617-5527 型式／1407

税抜税抜

¥¥ 3,4003,400
税込¥3,740

M価税抜 ¥3,400
1セット

税抜税抜

¥¥ 4,5004,500
税込¥4,950

M価税抜 ¥4,500
1セット

税抜税抜

¥¥ 2,8002,800
税込¥3,080

M価税抜 ¥2,800
1セット

税抜税抜

¥¥ 1,3001,300
税込¥1,430

M価税抜 ¥1,300
1セット

［すごろくや］ナンジャモンジャ シロナンジャモンジャ シロ
8-617-5619 型式／SG0099

●カード寸法／88×63mm　●対象年齢／4歳以上　●プレイ人数／2〜6人　●プレイ時間／15分

税抜税抜

¥¥ 1,6001,600
税込¥1,760

M価税抜 ¥1,600
1セット

1メートル級1メートル級のの
立体積み重ねカードゲーム立体積み重ねカードゲーム!!

●���ビルを崩さないように、屋根カードと�
折り曲げたカードを重ねていきながら、
手札をいち早くなくすことを目指します。
●�慣れれば1メートル以上の高さに�
積み上がり、盛り上がります。

〈支援学級担当の先生の感想〉
・�手先が不器用な子は時間がかかりま
したが、積み上げていくことが面白く、
スリルもあって盛り上がった。
・�集中力を必要とするゲームなので、楽
しみながらも緊張感を持って取り組
んでいた。

ゲームを通じて身に付く力 身体能力、運の楽しさ、集中力

ゲームを通じて身に付く力 記憶力、瞬発力、発想力

税抜税抜

¥¥ 685685
税込¥753

M価税抜
オープン

1個

M価税抜M価税抜 オープンオープン

税抜税抜

¥¥ 4,1504,150
税込税込¥¥4,5654,565

1個
M価税抜M価税抜 オープンオープン

税抜税抜

¥¥ 3,4003,400
税込税込¥¥3,7403,740

1個

M価税抜M価税抜 オープンオープン

税抜税抜

¥¥ 3,6003,600
税込税込¥¥3,9603,960

1セット

たすけてもらう、たすけてあげる。お礼を言う、お礼を言われる。
楽しくたすけ合いを体感！

●カード寸法／90×60mm 　●対象年齢／5歳以上　●プレイ人数／2〜5人　●プレイ時間／５〜１０分　
8-617-5614 型式／SG0071

［すごろくや］

キャプテン・リノ（日英独語版）

●カード寸法／90（縦）×63（横）mm　●対象年齢／8歳以上　●プレイ人数／6〜40人　
8-617-5584 型式／5502

［合同出版］
「たすけて！」は生きぬくための合言葉「たすけて！」は生きぬくための合言葉  
レジリエンスが育つ たすけ合い体感ゲームレジリエンスが育つ たすけ合い体感ゲーム

型式／160048-617-5390
●カード寸法／50（縦）×80（横）mm　
●対象年齢／6歳以上　●プレイ人数／2〜6人程度　

〈元筑波大学附属大塚特別支援学校 支援部長 安部博志先生ご考案〉

［tobiraco］

トーキングゲーム
型式／180188-617-5421

［tobiraco］すきなのどっち？

●カード寸法／86（縦）×108（横）mm　
●対象年齢／3歳以上　●プレイ人数／2人〜　

〈筑波大学附属大塚特別支援学校教諭　佐藤義竹先生ご考案〉

M価税抜M価税抜 オープンオープン

税抜税抜

¥¥ 2,5002,500
税込税込¥¥2,7502,750

1セット

税抜税抜

¥¥ 3,6003,600
税込¥3,960

M価税抜 ¥3,600
1セット

［MindWare］［MindWare］

スペース エスケープ

●寸法／ゲームボードサイズ：405（縦）×405（横）mm　
●対象年齢／7歳以上　●プレイ人数／2〜4人　●プレイ時間／20分

8-617-5600 型式／GMC29

マスクにも
付けられます。

M価税抜M価税抜 オープンオープン

税抜税抜

¥¥ 2,5002,500
税込税込¥¥2,7502,750

1セット

M価税抜M価税抜 オープンオープン

税抜税抜

¥¥ 3,6003,600
税込税込¥¥3,9603,960

1セット

協力してノームを
動かし、砂時計の砂が
落ちる前に多くの
宝物を集めよう！

宇宙ステーションに
侵入してきたヘビから
ネズミたちを守り、
無事に脱出させよう！

M価税抜 オープン

税抜税抜

¥¥ 5,1805,180
税込¥5,698

1セット
（3個入）

ゆっくりと分離しながら元の色に
戻っていく様子を見ることで�
気持ちをリラックスさせます。

オレンジ、ラベンダー、ティートリーをブレンドした�
100％天然精油がしみこんだシールです。

Look P.516 カード教材を使用するときに便利カード教材を使用するときに便利！！
縦の仕切りがないのでどんなサイズのカードでも入ります。

持ち運びも楽。

吊り下げ�
フック穴付き。

●❶

［ドリームブロッサム］Go Pop！ Roundo
8-617-5582ティール 8-617-5583タイダイ●❷

●寸法／125（幅）×16（奥）×125（高）mm　●質量／60g　

税抜税抜

¥¥ 3,5003,500
税込税込¥¥3,8503,850

1袋（60枚入） M価税抜
オープン

※�ご注文は、インターネットショップまたはUCHIDASカタログの裏表紙「オーダーシート」をご利用ください。※�ご注文は、インターネットショップまたはUCHIDASカタログの裏表紙「オーダーシート」をご利用ください。
※※  LOOK につきましてはUCHIDASにつきましてはUCHIDASVol.16Vol.16カタログカタログをご参照ください。をご参照ください。

2023年2月28日（火）PM5:00までチラシ有効期限 担当販売店

特別支援特別支援
おお すす すす めめ 商商 品品 UCHIDASVol.16カタログ（特別支援 P.510〜）もぜひご覧ください。
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DS・5373-1・2202Ai800HT

教 育 用 品 通 信 販 売「 U C H I D A S 」
行事用品、学習支援用品から日用品まで約21,700点が勢ぞろい!

www.uchidas.net

UCHIDASのご用命は、ウチダスお問い合せセンターまで！

FAXでのご注文はカタログ裏表紙のオーダーシートをご利用ください。

FAX 0120-757-959

TEL  0120-757-969
※�北海道、九州、離島、（本州・
四国の一部）は翌々日以降

までのご注文が
翌日お届け※

送料無料!

PM 5:00
インターネットショップ

／FAX
発刊！
Vol.16

株式会社内田洋行／教育機器事業部 ウチダス事業グループ
受付時間：午前9時〜午後5時（土・日・祝日を除く）

UCHIDAS
INTERNET SHOP

ご注文は
インターネット・FAXで

24時間受付
ウチダス
お問い合せセンター

土・日・祝日を除きます!

学習サポート

見えにくさのサポート

書籍
コミュニケーションの
しくみを「科学的に」学び、
理解を深めていきます。

●寸法／350（幅）×225（奥）×30（厚）mm　
●質量／540g　●材質／本体外部：ポリエチレン、
内部：発泡ポリスチレン・発泡ポリエチレン、取っ手：ABS樹脂

8-617-2635 型式／SV-2997

［セーブインダストリー］

抗菌まな板 
かるわざブラック

Look P.512

Look P.512Look P.523

●B5判 ●120ページ8-617-5585 型式／1452

［ドリテック］

ユニバーサルタイマー

●寸法／72（幅）×96（奥）×25（高）mm　●質量／106g　
●最大設定時間／99時間99秒　●電源／単四乾電池×2個　　
●付属品／テスト用電池

8-617-5581 型式／T-588WT

［学研ステイフル］

木製100だまそろばん

●寸法／260（幅）×50（奥）×330（高）mm ●質量／1.36kg
〈セット内容〉本体、ガイドブック、おけいこシート×2、
できるかな？ドリル×5、カード×32、カードホルダー×1

8-617-5590 型式／83780

時間を意識してやる気・集中力を高められる。 Look P.525

Look P.515

Look P.513

Look P.528

使用例

切る度に音が響き、安心カバーが
付いているので子どもに最適。

視力が弱い方でも
使いやすいタイマー！

全国盲ろう者協会推奨

Look P.539

文字を明るく、はっきりと
見せるために反転液晶・
バックライトを搭載！

カバーは付けたままでも
外しても使えます。

Look P.513
（カタログには他色掲載しております。）

税抜税抜

¥¥ 1,3801,380
税込¥1,518

M価税抜 ¥1,500
1個

●寸法／シール：15（縦）×26（横）×1（厚）mm　●質量／8g　
●ソプラノリコーダー対応　●材質／スチレン系エラストマー

8-617-5463
［IDEA・PARK］ふえピタ

税抜税抜

¥¥ 850850
税込¥935

M価税抜 オープン

1袋
（8枚入）

リコーダーが苦手な子に演奏する楽しさを！！
シールを笛穴の上に貼ることで
弱い力でも笛穴を塞ぎやすくし、
音漏れを防ぐことができます。

●寸法／190（径）×40（厚）mm　●質量／400g　
●最大設定時間／30分　●電源／単三乾電池×2個　
●付属品／テスト用電池、ガイドブック、取扱説明書

8-617-5592 型式／LV-5328-SV

［ソニック］

トキ・サポ 時っ感タイマー 
19cm 30分計

使用例

税抜税抜

¥¥ 3,3253,325
税込¥3,657

M価税抜 ¥3,500
1台

壁掛け スタンド付マグネット
付

税抜税抜

¥¥ 1,6001,600
税込¥1,760

M価税抜 p¥1,600
1冊

Look P.516

●B5判　●64ページ
〈筑波大学附属大塚特別支援学校教諭　佐藤義竹先生ご考案〉

8-617-5483 型式／1391

［合同出版］

1日1歩スモールステップ
時計ワークシート

時計への苦手意識を
楽しい時計の学習に変えるドリル。

算数の基礎が学べます。
「数をかぞえる」練習や、
「数の多少」の比較、「100までの数」
「足し算」「引き算」の学習ができます。

税抜税抜

¥¥ 3,2403,240
税込¥3,564

M価税抜 ¥3,600
1個

使用例

右利き用

M価税抜M価税抜 オープンオープン

税抜税抜

¥¥ 3,5003,500
税込税込¥¥3,8503,850

1枚

［長谷川刃物］カスタはさみ

●寸法／110（幅）×45（奥）×60（高）mm　
●刃渡り／35mm　●質量／54g

8-617-5524 ●●ピンク 型式／D-CASTA-P

M価税抜M価税抜 オープンオープン

税抜税抜

¥¥ 5,1805,180
税込税込¥¥5,6985,698

1セット

●寸法／巾着袋：270（横）×185（縦）mm、
布：75×75mm　●質量／45g

〈セット内容〉10種類の布×各2

8-617-5595 型式／EI 3049

［ラーニング・リソーシズ］

触って学ぼう！ 触って学ぼう！ 
ティーチャボー タッチャボーティーチャボー タッチャボー

● 反射を抑えつつも白に近いラベンダー色。
● 罫線を省き、各行は色の濃淡で識別できます。
● 文字だけではなく、図やイラストなどを描くのにも最適。

白い紙はまぶしい、罫線が気になるという視覚過敏の特性に配慮。

コントラストがはっきり! !
見やすく楽しみながら使うことができます。 B5
全ページ黒い紙を使用したノートです。

❶無地パッドタイプ ❷ドット罫線ノートタイプ

使用例

●B5サイズ ●24枚　●材質／色上質（黒）　

［パイロット］

ブラックノート B5
8-617-5549
無地　パッドタイプ 型式／NFB01-35

8-617-5550
ドット罫線　ノートタイプ 型式／NFB02-40

●❶

●❷

Look P.473

Look P.472

手元や食材が見やすい
黒色のまな板です。

350
mm

225m
m

3
0
m
m

抗菌

白い食材をカットするときに見やすい
黒いチタンコーティング刃。

iPadはあるけど……
どう使うか、いまいちわからない。
そんな現場の声に応える1冊。

Look P.519

税抜税抜

¥¥ 255255
税込¥280

M価税抜 ¥255
1冊

M価税抜M価税抜 オープンオープン

税抜税抜

¥¥ 1,9801,980
税込税込¥¥2,1782,178

1台

税抜税抜

¥¥ 3,0003,000
税込¥3,300

M価税抜 ¥4,000
1個

壁掛け スタンド付マグネット
付

●材質／刃：モリブデンステンレス刃物鋼、ハンドル：ポリプロピレン樹脂　
●チタンコーティング（黒）　

［佐竹産業］チタンコーティング包丁 ブラック
8-617-2782 三徳包丁 刃渡り／170mm、全長／290mm、

質量／110g、型式／ST001

税抜税抜

¥¥ 1,7101,710
税込¥1,881

M価税抜 ¥1,900
1個

● 反射を抑えたレモン色。
● 行の識別がしやすいよう交互に配した太罫と細罫。
● 書いているうちに、いつの間にか違う行へ移るのを防止。

8-617-5561 型式／OGN-M10001

［大栗紙工］

目にやさしい mahoraノート・レモン

●セミB5判　●寸法／179（横）×252（縦）mm　●30枚 ●材質／色上質紙　●行数／ラベンダー：25行、レモン：44行　
●罫線／ラベンダー：あみかけ横罫（罫幅8.5mm）、レモン：太・細交互横罫（罫幅5mm）

8-617-5560 型式／OGN-M2002

［大栗紙工］

目にやさしい mahoraノート・ラベンダー

税抜税抜

¥¥ 255255
税込税込¥¥280280

M価税抜M価税抜 ¥255
1冊

セミB5

税抜税抜

¥¥ 280280
税込税込¥¥308308

M価税抜M価税抜 ¥350
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●B5判　●80ページ8-617-5536 型式／1323

［合同出版］

絵でわかる　
なぜなぜ会話ルールブック

［合同出版］

今日から使える！ 特別支援iPad活用法
見える・わかる・できる・使える 111のアイデア

さまざまな触感の布で
感覚を刺激します。
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黒板に貼り付けて
使用できます。

使用例
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Look P.524残り時間がひと目でわかる！！ 時間管理の定番タイムタイマー !
壁掛け スタンド付マグネット

付 ホワイトボードカードは
ボードマーカーで
書き消しができます。

使用例

●寸法／Mサイズ：190（幅）×35（奥）×190（高）mm、Lサイズ：300（幅）×40（奥）×300（高）mm　●質量／Mサイズ：360g、Lサイズ：870g　
●最大設定時間／60分　●電源／単三乾電池×2個（別売）　●付属品／ホワイトボードカード（75×75mm）×1

［タイムタイマー社］

タイムタイマー マグネット付 Mサイズ
8-617-5568 型式／TT08B-W

［タイムタイマー社］

タイムタイマー マグネット付 Lサイズ
8-617-5569 型式／TT12B-W

Look P.515
使用例

使用例

・�目的に沿った�
デバイス選び
・�子どものニーズと
教育目的に沿った
アプリ選び　など
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持ち手部分には滑り止め加工を
施しています。

よい姿勢と鉛筆の持ち方がひと目でわかるマットです。

［tobiraco］

お手本マット
8-617-5392 右利き用 型式／16002

8-617-5393 左利き用 型式／16003

●マット寸法／400（縦）×600（横）×1（厚）mm　●材質／表裏：塩化ビニル、中面：ポリプロピレン
〈考案　児童かきかた研究所＋tobiraco〉

なぜ
挨拶するの？

どうして
話すときに
目を見るの？
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