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遊び方動画遊び方動画

［合同出版］

7歳からできる 
みんなのハローワークゲーム

●カード寸法／115×88mm、89×63mm　
〈セット内容〉お仕事カード×105枚、とくちょうカード×42枚、説明書

8-617-5641 型式／5501

●❶

カードの例

●❷

カードの例

●❸

カードの例

税抜税抜

¥¥3,4003,400
1セット

税込¥3,740

M価税抜 ¥3,400

税抜税抜

¥¥1,2001,200
1セット

税込¥1,320

M価税抜 ¥1,200

子どもから先生まで楽しめる、
進化版メモリーゲーム！
�同じ絵が2枚のペアだけではなく、3枚や5枚セットの
カードが加わった新しいメモリーゲームです。
�枚数の多い絵柄は大量得点のチャンスですが、
全部見つけないと得点になりません。

ゲームを通じて身に付く力
記憶力、集中力、注意力

税抜税抜

¥¥1,4001,400
1セット

税込¥1,540

M価税抜 ¥1,400

脳を刺激！ 10秒記憶カードゲーム！ 動かすか、被せるか。
奥深い進化した三目並べ。
3×3のマス盤面に自分の色のコマを縦／横／斜めに1列
並べた方が勝ちになる対戦ゲームです。コマを動かす
だけでなく、小中大のサイズ差を活かして被せたり、
外したりしていくので、「被せの中のコマが
何だったか忘れてしまう」ことによる「あっ！」と
驚くアクシデントがあって盛り上がります。

ゲームを通じて身に付く力
記憶力、想像力、観察力

税抜税抜

¥¥2,5002,500
1セット

税込¥2,750

M価税抜 ¥2,500

かるたを通じて、子どもたち自身が
子どもの権利について知ろう！
読み札に載っている『国連子どもの権利条約』の
条文について子どもたちと話し合いながら
かるたを行うことで子どもの権利について
考えるきっかけになります。

ゴミ分別がテーマの協力型クイズゲーム！
「ヘルメットって何ゴミ？」といった質問に、みんなで答えを出しましょう。
捨てる場所が海外の場合は何ゴミになる?
世界中で大きな話題となっているゴミの問題を、ゲームを通じて学ぼう！！

「SDGs」についてクイズとすごろくで楽しく遊べるボードゲーム！
すごろくゲームで遊びながら、SDGsに関するクイズに挑戦！
SDGsで決められた17のカテゴリーのクイズを全76問収録。
世界が直面する課題と、私たちの生活にも身近な事柄を
楽しく学べます。

［幻冬舎］クイズで遊んで学ぶ SDGsすごろく

●カード寸法／88×63mm
〈セット内容〉すごろくシート（A2サイズ）×1枚、カード×76枚、
コマチップ×4枚、サイコロ（厚紙）×1個、説明書

8-616-4159 型式／479070

［アークライト］poi

●カード寸法／120×80mm、88×63mm　　
〈セット内容〉ゴミカード×80枚、フタカード×1枚、
分別カード×9枚、都市カード×4枚、
ライフカード×1枚、説明書

8-616-4157 型式／CA4030

形容詞（［さま］のことば）が書かれた
カードを題材にしたゲームです。
たとえば［まるい］ものといえば「ボール」。

［まるい］+［うつくしい］ものなら「宝石」。では、
［まるい］+［うつくしい］+［おおきい］なら？
いろいろな角度から物事を捉えて、

［さま］をすべて満たす
言葉をひねり出します。

ゲームを通じて身に付く力
語彙力、発想力

［幻冬舎］

ワードバスケット ジュニア

●カード寸法／90×60mm　
〈セット内容〉カード×64枚（ひらがなカード×44枚／
スペシャルカード×20枚）、説明書

8-617-5591 型式／499229

スピードと語彙力で勝負！
みんなで楽しめる
しりとりカードゲーム。
�しりとりができた人から、どんどんカードを箱に
投げ入れて手札がなくなったら勝ち。
�ヒントになるイラストが
カードに載っています。

ゲームを通じて身に付く力
語彙力、発想力、瞬発力

税抜税抜

¥¥1,3501,350
1セット

税込¥1,485

45分2〜10人 6歳以上

約15分1〜6人 6歳以上

10分2〜8人 4歳以上15分1〜10人 5歳以上

5分2人専用 5歳以上

10分1人〜 4歳以上

10分2〜6人 3歳以上

税抜税抜

¥¥1,7101,710
1セット

税込¥1,881

M価税抜 ¥1,800

［すごろくや］ゴブレットゴブラーズ（日本語版）

●パッケージ寸法／265（幅）×55（奥）×265（高）mm　
〈セット内容〉コマ×12個（2色分の大中小2個ずつ）、柵×4本、説明書

8-617-5615 型式／SG0129

名前をつけて、覚えて、友だちよりも早く呼ぼう！！

シロ ミドリ

●カード寸法／88×63mm　
〈セット内容〉12種類のカード×60枚、説明書

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

8-617-5620ミドリ 型式／SG0100

「シロ」の12種類 「ミドリ」の12種類

［すごろくや］イチゴリラ

●カード寸法／45×45mm　
〈セット内容〉タイル（カード）×33枚、説明書

8-617-5612 型式／SG0028

限定
商品！

チラシチラシ

［合同出版］

世界の子ども権利かるた

●カード寸法／89×63mm
〈セット内容〉読み札×45枚、取り札×45枚、説明書

8-616-4158 型式／5503

※国連子どもの権利条約に準拠

限定
商品！

チラシチラシ

限定
商品！

チラシチラシ

感受性を育む、新感覚かるた！
セリフを考えるのが苦手な子でも、みんなが考えたセリフを聞いて正解を探す、を繰り返す
うちに、だんだんとみんなに分かってもらえるセリフを考えられるようになっていきます。
「他の人の感性」を想像し、感受性を育むことを自然と促します。

［すごろくや］ナンテッタ

●カード寸法／58×58mm　
〈セット内容〉カード×24枚（48面）、説明書

8-617-5621 型式／SG0151

税抜税抜

¥¥1,8001,800
1セット

税込¥1,980

M価税抜 ¥1,800

ゲームを通じて身に付く力
語彙力、発想力、想像力

10分3〜7人 4歳以上

Look 
P.530

Look 
P.532

Look 
P.531

Look 
P.531

15分2〜6人 4歳以上

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

¥¥1,3001,300
1セット

税込¥1,430

M価税抜 ¥1,300

Look 
P.530

ゲームを通じて身に付く力
記憶力、集中力、注意力

●カード寸法／85×85mm　 
〈セット内容〉❶❷カード×55枚、❸カード×54枚、❶❷ルールカード×1枚、
❸ルールカード×2枚（日本語・英語）、砂時計×1個、サイコロ×1個

［Green Board Games］

ブレインボックス
8-617-5488ピクチャーズ 型式／98101

8-617-5489いろいろな仕事 型式／98123

8-616-4731 AGO 型式／98152

●❶
●❷
●❸

税抜税抜

¥¥1,9801,980
1セット

税込¥2,178

M価税抜 オープン

Look 
P.531

遊び方動画遊び方動画

ゲームではじめる進路選択はじめのいっぽ！
ゲームを通して世の中にどんな仕事があるのかがわかります。
自分の得意・苦手・興味から、どんな仕事に向いているかを知ろう！

限定
商品！

チラシチラシ

［すごろくや］

さまことばカードゲーム（第二版）

●カード寸法／55×110mm
〈セット内容〉カード×50枚、説明書

8-617-5616 型式／SG0159

①1人ずつ代わりばんこに、
　山札から1枚ずつカードを
　めくっていきます。
②現れたのが初めて見る
　ナンジャモンジャだったら、
　自由な発想で、ふさわしいと
　思う名前を付けます。
③付けられた名前は、あとで
　同じ絵のナンジャモンジャが
　出てきたらすばやく言えるように、
　しっかり覚えておきましょう。
④めくって重ねて…をくり返し、
　すでに名前が付けられた
　ナンジャモンジャが現れたとき、
　早く、正しい名前を言えた人が、
　それまでに重ねられた
　カード束をもらいます。

山札が尽きたときに、
集めた枚数が多い人が勝ち！

遊び方遊び方

読み手役1人が、自由に選んだカードのキャ
ラクターの気持ちを元に空白の吹き出しに入
りそうなセリフを自分で考えて声で伝え、他
の全員が該当する絵を察して早取りします。

先に5枚集めた
人が勝ち！

遊び方遊び方

③�正解したら問題カードをゲット！ 10分後、カードが最も多い人が勝ち！！

②裏面の問題に答える
問題は
サイコロで
決まるよ！
思い出せるかな？
質問に答えよう！

①イラスト面を覚えよう
制限時間は
10秒！
砂時計の
砂が落ちるまで
イラストを
覚えよう！

遊び方遊び方

Zoo・Garden・
birthdayなどの

イラストが入っています。
質問も全て英語で
書かれています。

農場・飛行機・
宇宙などを写真風に
写したイラストが
入っています。

バス運転手・
花屋・宇宙飛行士など
さまざま職業に
関するイラストが
入っています。

Look 
P.531

●❶●❷

Look 
P.399

●❸

シロとミドリはそれぞれ種類の違うイラストが12種類ずつ
入っています。どちらから遊んでも構いませんし、2つを 
混ぜると12人まで遊ぶことができます。

10〜30分1〜13人 7歳以上

税抜税抜

¥¥4,6004,600
1セット

税込¥5,060

M価税抜 ¥4,600

15〜30分2〜4人 8歳以上

遊び方動画遊び方動画

遊び方動画遊び方動画

●��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。（支援学級）

●�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。（小学低学年）

先生方の感想先生方の感想

●�これが正解というものがないから楽しめる。
（支援学級）
●��4歳児には少し難しかったですが教師とペア
になって行うと楽しくできた。（幼稚園教員）

先生方の感想先生方の感想

M価税抜 ¥1,500

税抜税抜

¥¥2,0002,000
税込¥2,200

M価税抜 ¥2,0001セット

& & 
※�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。

担当販売店

カカードゲーム           ードゲーム           
　　  ボードゲームボードゲーム
カードゲーム           
　 ボードゲーム学学習・習・
知知育向け育向け

2023年2月28日（火）PM5:00まで
チラシ有効期限

知育向けゲームは、遊びながら子どもの能力を伸ばし
学習意欲を引き出す効果があります。
さらに性別・年齢問わず誰でも簡単に取り組め、
子どもたち同士の関係を深める機会を作ってくれます。

記 憶 力 語 彙 力 S D G s
集 中 力キ ャ リ ア 教 育
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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!

想 像 力 推 理 力・・

税抜税抜

¥¥2,4002,400
1セット

税込¥2,640

M価税抜 ¥2,400

［アークライト］

ito

●寸法／ナンバーカード：88×63mm、テーマカード：63×44mm 
〈セット内容〉ナンバーカード×100枚、テーマカード×50枚、ライフカード×2枚、
クモノシート×1枚、説明書

8-617-5637 型式／CA4020

［tobiraco］すきなのどっち？

●カード寸法／86×108mm　
〈セット内容〉質問カード×47枚、解説書
〈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〉

8-617-5421 型式／18018

［ジェコ］

プエット！プエット！

●カード寸法／70×140mm 
〈セット内容〉カード×120枚、説明書

8-617-5476 型式／DJ05152

［アークライト］

ジャスト・ワン 
完全日本語版

●カード寸法／63×88mm 
〈セット内容〉カード×110枚、イーゼル×7本、フェルトペン×7本、説明書

8-617-5638 型式／CA4010

●カード寸法／90×60mm
〈セット内容〉屋根カード×31枚、壁カード×28枚、
土台×1枚、キャプテン・リノのコマ×1個、説明書

［すごろくや］

キャプテン・リノ（日英独語版）
8-617-5614 型式／SG0071

［すごろくや］

お菓子の魔女（復刻 日英独語版）

●寸法／壁カード：150×60mm、クッキーカード：65×65mm 
〈セット内容〉木製キャンディ×5個、お菓子の家の壁カード×10枚、
クッキーカード×36枚、説明書

8-617-5613 型式／SG0140

屋根が崩れないように、
そおっとカードを抜いてお菓子を集めよう！
カードだけで立体的に作られた「お菓子の家」の屋根から、お菓子カードを
1枚ずつ引き抜いたり、絵柄に応じて差し戻したりしながら、
ご褒美のキャンディコマを集めていくゲームです。

ゲームを通じて身に付く力
記憶力、器用さ

1メートル級の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。

会話をしながらお互いの価値観を知る協力ゲーム！
完全協力ゲーム『クモノイト』と、
協力と裏切りのゲーム『アカイイト』の
2つの遊び方で楽しめるカードゲームです。

犯人カードを持っている人を当てる推理ゲーム。
��たった1枚の犯人カードが、全員の手札から手札へと秘密裏に��たった1枚の犯人カードが、全員の手札から手札へと秘密裏に
巡っていく中で、推理して最後の持ち主を当てます。巡っていく中で、推理して最後の持ち主を当てます。

お題の動物を当てるために、
いい質問を考えよう！

みんなで協力して、ヒミツの言葉を
ズバリ当ててもらおう！

［すごろくや］わたしはだあれ？

●カード寸法／56×83mm
〈セット内容〉動物カード×16枚、子どもカード×16枚、説明書

8-617-5617 型式／OT0129

［すごろくや］犯人は踊る（第三版）

●カード寸法／88×62mm 
〈セット内容〉カード×32枚、説明書

8-617-5622

税抜税抜

¥¥1,5001,500
1セット

税込¥1,650

M価税抜 ¥1,500

与えられたお題を、声と表情だけで演じて当て合うゲーム！
プレイヤーは共通の台詞を与えられたシチュエーションで演じ、
他の人は何を演じているか当てます。
身振り手振りは禁止、声と表情だけで表現します。

税抜税抜

¥¥1,4401,440
1セット

税込¥1,584

M価税抜 ¥1,600

体をつかってカードの内容を
みんなに伝えよう！

�カードに描かれている絵の「音まね」や「ジェスチャー」をして
みんなに内容を伝えて、それを当てるゲームです。

ルールはひとつ、
『人の話を黙って聴くこと』。

自分の「好き」を伝えよう
相手の「好き」を聞いてみよう。
�めくったカードに描かれた絵の
どちらが好きか、なぜ好きなのかを答えます。
�自己理解、他者理解が深まります。

選びやすい二択、
意思表明しやすい 

身近な絵。

［tobiraco］

トーキングゲーム

●カード寸法／50×80mm　
〈セット内容〉質問カード×64枚、
ブランクカード×10枚、パスカード×12枚、説明書

〈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〉

8-617-5390 型式／16004

税抜税抜

¥¥2,5002,500
1セット

税込¥2,750

M価税抜 オープン

税抜税抜

¥¥2,5002,500
1セット

税込¥2,750

M価税抜 オープン

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」。

［MindWare］

フクロウと太陽

●寸法／ゲームボードサイズ：305（縦）×425（横）mm　
〈セット内容〉2つ折りゲームボード×1枚、フクロウ×6枚、たいようコマ×
1枚、たいようカード×14枚、色カード×36枚、説明書

8-617-5542 型式／GM106●❶

［MindWare］

レース トゥー ザ トレジャー

●寸法／ゲームボードサイズ：305（縦）×425（横）mm　
〈セット内容〉2つ折りゲームボード×1枚、サイコロ（アルファベット×1
個、数字×1個）、道カード×27枚、鬼カード×10枚、カギのコマ×4枚、鬼
のお菓子×1枚、説明書

8-617-5543 型式／GMC2●❷

［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　
〈セット内容〉ゲームボード×4枚 (レベルA,B,C,D)、ノーム(磁石付きコマ)
×2個、スタートカード×4枚、宝物カード×12枚、チームカード×2枚、砂時
計 (2分30秒)×1個、支柱×2本、説明書

8-617-5598 型式／GMC27●❸

［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　
〈セット内容〉4つ折りゲームボード×1枚、デバネズミ×4個、おくすりチッ
プ×4枚、ヘビチップ×12(4色×各3枚ずつ)、アイテムチップ×4枚、カー
ド×46枚、秘密の封筒×1枚、説明書

8-617-5600 型式／GMC29●❹

●❷

●❶

朝がくる前に、
フクロウをみんな
お家に帰すことが
できたら成功！

鬼より早く、
宝物を手に入れて

先にゴールに着いたら
勝ち！

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！

●❹

●❸

税抜税抜

¥¥2,7002,700
1セット

税込¥2,970

M価税抜 オープン

税抜税抜

¥¥2,7002,700
1セット

税込¥2,970

M価税抜M価税抜 オープンオープン

税抜税抜

¥¥1,7001,700
1セット

税込¥1,8701,870

M価税抜 ¥1,700

税込¥3,0803,080

税抜税抜

¥¥2,8002,800
1セット M価税抜 ¥¥2,8002,800

税抜税抜

¥¥3,6003,600
1セット

税込¥3,960

M価税抜M価税抜 オープンオープン

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！

税抜税抜

¥¥3,6003,600
1セット

税込¥3,960

M価税抜 オープン

ゲームを通じて身に付く力
身体能力、運の楽しさ、集中力

５〜１０分2〜5人 5歳以上

１０〜１５分2〜4人 5歳以上

15分2〜4人 6歳以上15分2〜4人 4歳以上

20分2〜4人 5歳以上 20分2〜4人 7歳以上

ゲームを通じて身に付く力
想像力、推理力、表現力

１０〜２０分3〜8人 8歳以上

2〜6人 6歳以上 2人〜 3歳以上

相 互 理 解

問 題

集 中 力

Look 
P.530

表 現 力

●カード寸法／88×63mm　
〈セット内容〉❶カード×46枚（お題カード×30枚 他）❷カード×48
枚（お題カード×28枚 他）❸カード×48枚（お題カード×32枚 他）、
投票チップ×64枚、得点チップ×56枚、説明書　

［幻冬舎］

8-612-7559 はぁって言うゲーム 型式／499209

8-612-7658 はぁって言うゲーム2 型式／499246

8-612-7659 はぁって言うゲーム3 型式／479010

●❶
●❷
●❸

●❶

Look 
P.321

15分程度3〜8人 8歳以上

ゲームを通じて身に付く力
表現力

ゲームを通じて身に付く力
表現力、発想力、想像力

2〜4人 5歳以上

Look 
P.530

●❷ ●❸

ゲームを通じて身に付く力
推理力、協力、表現力

20分3〜7人 8歳以上

Look 
P.532

ゲームを通じて身に付く力
想像力、記憶力、観察力

30分1〜16人 3歳以上

Look 
P.532

Look 
P.532

Look 
P.538

Look 
P.538

Look 
P.530

人の話を最後まで聴けない。
自分だけしゃべり続ける。
自分の気持ちをうまく表現できない。
そんな子どもたちにおすすめします。

①��ヒントを書く
ひとりが回答者となります。与えられたヒミツの
言葉に対して、みんなが有力なヒントを考えて
イーゼルに書きます。
②�有効か判定
ただし同じヒントは無効になります。
③�推理して解答！
回答者はみんなが書いたヒントをもとにヒミツ
の言葉がなにかを考えます。

Look 
P.532

税抜税抜

¥¥1,2001,200
1セット

税込税込¥¥1,3201,320

M価税抜M価税抜 ¥1,200

税抜税抜

¥¥2,0002,000
1セット

税込¥2,200

M価税抜 ¥2,000

『すきなのどっち？』を
より楽しくするアイテム。
［tobiraco］

きもち・つたえる・ボード

●ボード寸法／230×130mm
〈セット内容〉ボード×4枚（イラストとコトバは8種類）、収納ケース（解説書付）×1個
〈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〉

8-617-5499 型式／19020

税抜税抜

¥¥2,2002,200
1セット

税込¥2,420

M価税抜 オープン

税抜税抜

¥¥1,6001,600
1セット

税込¥1,760

M価税抜 ¥1,600

Look 
P.538

Look 
P.533

ゲームを通じて身に付く力
想像力、協力、発想力、表現力

約30分2〜10人 8歳以上

遊び方動画遊び方動画
遊び方動画遊び方動画

遊び方動画遊び方動画

●�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。
（支援学級）
●�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。（小学低学年）

先生方の感想先生方の感想

解 決 力

●��運要素が強いゲームなので、負けず嫌いな子でも「負けてもしょう
がない」と切り替えられ、楽しく参加できる。（支援学級）
●��難しかったようですが、子どもたちで説明書を読み理解し進めてい
けた点はよかった。（小学３年）

先生方の感想先生方の感想

①�1～100までの数字が書いてある�
ナンバーカードの山札から1枚ずつ�
引いて、数字を確認します。�
この数字は他の人には秘密にします。
②「テーマカード」から全員で相談しながら
　「今回のテーマ」を決めます。
③�テーマが決まったら、自分の数字の�
大きさを『言葉（名詞）』で表現します。�
例えば、テーマが「こわいもの」なら、�
小さい数字ほど怖くないものを、大き
い数字ほど怖いものを言います。
④�みんなで協力して「数字の小さい人から
順番にカードを出す」ことを目指します。

⑤�全員の手札がなくなったら終了。

遊び方遊び方
（クモノイト）

①�1人ずつ代わりばんこに出題者になります。�
出題者は動物カードから１枚カードを引きます。

②�当てる人たちは子どもカードをヒントに、「はい」か「いいえ」
で答えられる質問をして推理で当てていきます。�
候補が狭まるような良い質問を考えるのが楽しいポイント。

遊び方遊び方 年上の子向け質問と
回答の推理ゲーム

遊び方遊び方

●�言葉だけでなく表情などもあり、いろいろな表現
ができた。言葉で表現することが苦手な児童が�
多くなっているため、楽しく学習できるゲームだと
思った。（小学４年）

先生方の感想先生方の感想

ゲームを通じて身に付く力
問題解決力、物事への意欲、コミュニケーション能力
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