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子どもに教えたい / I teach kids. 子どもに教えたい / I teach kids.

Cards & Games、その他副教材
見て、聞いて、触って、楽しく英語に触れ合うために、
たくさんのClassroom itemをご紹介します♪
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“教室に揃えたい !!”
ネリーズがおすすめする種類別副教材ベスト10
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デザインおよび価格は、出版社の事情、為替により変更になる場合がございますので予めご了承ください。
Please be aware that design and price are subject to change, according to exchange rates and the publisher's circumstances.

在庫が無くなり次第、販売終了となります。 / The sale will end when all the stock has been sold.

ISBN, 価格の詳細は「INDEX-58」をご覧ください。

Calendar & Weather 

Sound Phone

AGO 1 Aqua Q&A (2/E)

World Map

MPI English Notebook

Paradise Series: Fruits Basket

Bananagrams

Where Is It?

両面ホワイトボード : My Whiteboard

Daily English Poster

教科
書だけ

が教材じゃない! 見て、触れて学習しよう
Tex
tbo
oks 

aren'
t the o

nly materi
al to use in class! Let's learn by looking and touching too.

Bananagrams

●53枚　●89×64(mm)　●会話表現

¥2,500 （+税）

各¥900 （+税）

AGO( エイゴ ) は初級レベルの英会話フレーズを質問形式で学ぶことができるカード
ゲームです。ゲーム形式で質問と返答を繰り返して、楽しくコミュニケーションを
取りながら英語に慣れていこう！
A card game where students can learn beginner-level English phrases in question form.

AGO 1 Aqua Q&A (2/E)

AGO 2 Green Q&A (2/E)

AGO 3 Orange Q&A (2/E)

AGO 4 Purple Q&A

自分の持ちタイルをクロスワードのように並べ、いかに早く持ちタイルをなくし
クロスワードを完成させられるか、競うゲーム。
ケースが可愛い！パーティーや教室の授業の Warming Up に使ってみてはいかが
でしょうか。
Compete at how fast you can complete a crossword with the tiles you have.

遊びながら英語を学ぶならカードやゲームが最適！

両面ホワイトボード : My Whiteboard
¥730 （+税）

Inflatable World Globe 
¥1,060 （+税）
膨らませて使う地球儀です。教室
に飾ったり、つるしたり、投げて遊
んだり、世界の大陸、国、首都、海など
を覚えることができます。
Use the inflated globe to learn countries 
and cities around the world.

●224×297(mm)　
●消しフェルト付ペン1本付

Telescoping Hand Pointer
¥800 （+税）

8

Hear my self ！ 本を読みながら自分の
発音をチェックできる教材です。英語学
習にとても効果的！
You can check your pronunciation 
while reading a book.

Hear my self ！ 本を読みながら自分の
発音をチェックできる教材です。英語学
習にとても効果的！
You can check your pronunciation 
while reading a book.

Sound Phone
¥940 （+税）

0856739001159

9784865390384

9780994124128

4580244432646

9789920139410

9781569019702

4580244432219

9780994124197

9780994124135

卓上のホワイトボード。書いた文字を消せるので何度でもたくさん練習
ができます。罫線も引いてあり文字を綺麗に書くことができます。

Write and erase on the 
whiteboard as many times 
as you l ike to practice 
English.

●直径 300(mm)

伸びるハンドポインター。最短28.5cm
から最長63cmまで伸び、長さを調整
できます。教室に一本あれば良いですね。
A stretchable pointer. It is useful to 
have at least one in the classroom.

"We want this in our classroom!!" 
The top 10 supplementary teaching materials that 
Nellie’s recommends from each category.
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Magnetic Jumbo: Uppercase
¥2,700 （+税）

¥1,900 （+税） ¥4,000 （+税）

¥3,800 （+税） ¥4,150 （+税）

Big Time Student Clock
¥1,150 （+税）

Big Time Learning Clock 12HR
¥3,600 （+税）

¥3,380 （+税）

I CAN STAMPS
¥3,380 （+税）

MPI English Notebook
¥200 （+税）

¥450 （+税） ¥450 （+税） ¥350 （+税）

English Notebook for Kids (くまさん)
¥300 （+税）

デザインおよび価格は、出版社の事情、為替により変更になる場合がございますので予めご了承ください。
Please be aware that design and price are subject to change, according to exchange rates and the publisher's circumstances.

在庫が無くなり次第、販売終了となります。 / The sale will end when all the stock has been sold.

Cards & Games、その他副教材 Notebooks
遊びながら英語を学ぶならカードやゲームが最適！

アプリコット出版の英語練習ノート

プラスチック製のアルファベット。
マグネット付きなのでホワイトボー
ドに文字を並べて使うのも OK！
カラフルで可愛いのでちょっとした
デコレーションにも使えます。
The letters are magnetic, so 
they can be arranged on the 
whiteboard. 

プラスチック製のアルファベット。
マグネット付きなのでホワイトボー
ドに文字を並べて使うのも OK！
カラフルで可愛いのでちょっとした
デコレーションにも使えます。
The letters are magnetic, so 
they can be arranged on the 
whiteboard. 

カゴの中に入っている果物や野菜
は、英語でなんていうかな？ お
買い物カゴの中にイチゴ、スイカ、
メロン、バナナ、だいこん、にん
じんなど、プラスチック製のフ
ルーツや野菜が入っています。
What is the English word for 
the fruits and vegetables in 
the basket?

●89ピース入り　
●クッキー5cm

小さなお子様から小・中学生まで、英語を初めて書くお子様や英語がうまく書けないお子様に向けて特に制作されたノートブックです。英語を書くことに
慣れていないお子様でも中心線にドットを加えたことで、英語のライティングの正しいルールを習得し易くなりました。

フルーツカウンター。果物の数を
数えたり、色分けして学べます。
6 色 6 種類の果物とプラスチック
製の収納バケツのセット。柔らか
いゴム製。

●108ピース入り

くまさんファミリーカウンター。
クマの数を数えたり、色分けした
り、大きさ、重さを比較したりし
て学べます。6色 3サイズ。
A family counter in the shape 
of a bear.

●パパクマ 24匹、ママクマ24匹、
   子グマ 48匹の計 96個入り。

Big Time Learning Clock の 小
さいバージョン。お教室で生徒さ
ん一人一人にいかがでしょうか。
A small version of the Big Time 
Learning Clock. How about 
getting one for each student? 

●直径：約13cm
●日本語ガイド付き

教室に一つあると便利。12 時間
のデモンストレーションクロッ
ク。デモンストレーションをする
際、長い針と短い針を隠れた歯車
がきちんと保持します。
A clock for teaching the time. A 
useful item to have in the classroom.

●サイズ：33×33cm

Good Job!! スタンプがあるだけ
で嬉しい。そんな生徒さん、お子
さまに頑張ったねのご褒美を。（ス
タンプ台はついておりません）
Reward  s tudents  w i th  a  
"Good Job" stamp.

●30個入り　
●サイズ：（1個）3.5×3.5cm

●30個入り　
●サイズ：（1個）3.2×3.2cm

「できたぞ！」スタンプ。課題が
クリアできたらスタンプを押して
生徒さんにご褒美をあげよう！
(スタンプ台は付いておりません )
Let's give students a stamp every 
time they complete an assignment!

●10冊入　●210×257(mm)　●48ページ

●B5　●32ページ　●罫線幅4ミリ
●A4　●32ページ　●罫線5ミリ

NOTEBOOK 8段 
(Green) 10冊入

各¥1,200 （+税）

エムズパブリッシングの英語練習ノート

●罫線幅5ミリ ●罫線幅4ミリ ●罫線幅3ミリ

mpi 松香フォニックスの英語練習ノート

NOTEBOOK 10段 
(Blue) 10冊入

NOTEBOOK 13段 
(Purple) 10冊入

文字に興味を持った
子どもたちにぴった
りの英語練習帳。フォ
ニックスのキーワー
ドと発音のヒントが
表紙に記載されてい
るので、フォニック
ス学習中の子どもた
ちに最適。文字の書
きやすさを考えて、1 ページに 4 線が 10 段入っています。ほかに、文
字の書き順、文章を書く上でのヒントも。紙質にもこだわりました。

幼児から中学年用の
「英語ノート」です。
小さいお子さまでも
書きやすい 4 線 7 段
幅の英語ノート。か
わいいイラストでお
子さまの英語学習を
楽しくサポートしま
す。巻末にはぬりえ
ページが入り、紙質にもこだわりました。

9781569004500 9781569004517

9784896432305 9784896434347

4903491001623 9789920130691

9789920130431 9789920130608

4573205120195 4573205120225

9789920160322 9789920151689

M's English Notebook
( 罫線 6mm･A4縦 )

●A4ヨコ　●罫線幅8ミリ　●56ページ ●A4タテ　●罫線幅6ミリ　●56ページ ●A4タテ●罫線幅4ミリ●56ページ

M's English Notebook
( 罫線 4mm･A4縦 ) 

M's English Notebook
( 罫線 8mm･A4横 )

9784905474340

9784899914969 9784899914976 9784899914983

9784909083197 9784905474364

Magnetic Jumbo: Lowercase
¥2,700 （+税）

Paradise Series: Fruits Basket Goodie Games ABC Cookies

Fruity Fun Counters Three Bear Family Rainbow Counters 

JUMBO TEACHER STAMPS

立体的で見た目もかわいいクッ
キーのアルファベット。アルファ
ベットや単語の勉強に最適。45
枚の両面ワードカード、42 個の
アルファベット型 クッキー、2
つのルーレット入り。

●40ピース入り●40ピース入り

初めて持つ四線ノートにおすすめ。�表紙を開い
たページには、大文字、小文字の書き順、筆記体
のレファレンスがあって、とっても便利。表紙を
リニューアルして裏表紙に天気、7曜日、12か月、
四季に加えて、星座やいろいろな形の楽しい文字
と絵を付けました。

表紙を開いたページには「ヘボン式ローマ字」「ブロッ
ク体・筆記体」が載っています。テキスト本文をコピー
（テキストを見ながら写す）したり、アルファベットや
語彙を書く練習にお使いください。紙をリニューアル
して裏表紙に天気、7 曜日、12 か月、四季に加えて、
星座やいろいろな形の楽しい文字と絵を付けました。

四線の幅が３ミリの小学校高学年～中学生対象の 13 段
が新しく仲間入り。表紙を開いたページには「人称代名
詞の変化」「一般動詞の不規則変化の変化表」を掲載。
小学校高学年、中学生クラスのライティングにお使いく
ださい。裏表紙に天気、7曜日、12か月、四季に加えて、
星座やいろいろな形の楽しい文字と絵を付けました。
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絵や文字を動かしたり差し替えたりできる仕掛け付きポスター
動物・地図・色・形など、種類もいろいろ、教室を楽しい雰囲気に飾りましょう♪Posters & Calendars

Calendar & Weather
¥2,200 （+税）

¥860 （+税）

¥860 （+税） ¥1,900 （+税）

¥750 （+税） ¥2,200 （+税）

¥6,480 （+税）

¥1,900 （+税）

各¥900 （+税）

World Map

My Body Telling Time

Daily English Poster Pretend Play: My Closet

Clothes

Family

Food and Drink

Where Are You?

Weather & Seasons

 What Time Is It?

Under the Sea

Kitchen

Numbers

Outside the HouseSpace

毎月のイベントなどカードを入れ替えて
オリジナルのカレンダーを作ろう！

世界地図のポスター。
国旗も載っているので国と一緒に
覚えられて一石二鳥！

身体のパーツのポスター。
顔や手、足の部分まで
細かく学べます。

今何時 ?時計の針を動かして
英語で時間のクイズをして盛り上げてみては
いかがでしょうか。デジタルもあり！

長く使うならこれ！付属カードを入れ替える
だけで可愛いカレンダーが完成！

これはどこにある？カードを当てはめて
センテンスを作りましょう。

スカートにブーツ、
衣服の名前を学習できる
個性的なイラストが可愛いポスター。

台所で使う道具の名前を覚えるポスター。
今日は何を作ろう ?使う道具はどれだろう ?
さぁ、料理を始めよう！

家の周りにあるものの名詞を学習するポスター。
あなたのお家の周りには何がある ?
さぁ、英語で言ってみよう！

海の中の生き物のポスター。
みんなの好きな生き物は何かな ?
この中にいるかな ?

前置詞のポスター。
可愛い蜂のイラストで文章が書いてあり
とても分かりやすい！

季節の名前とその時期の気候を
学習できるポスター。
春夏秋冬、あなたはどの季節が好きかな ?

時計の読み方を学習するポスター。
細かい分刻みの言い方も
学習できるのもポイントです。

宇宙に関する単語のポスター。
私たちが住んでいる地球の周りには
どんなものがあるんだろう ?
宇宙旅行に行ったつもりで
学習してみよう！

イギリスの食卓を再現したポスター。
おいしそうな食べ物ばかり！
あなたはどれが食べたい ?

数字を学べるポスター。
1～ 1000までの数字のみならず、
分数、小数も学習できます。

家族構成のポスター。
お爺ちゃん・お婆ちゃん・姪にいとこ。
ペットもいるよ。全部言えるかな ?

Where Is It?
Calendar & Weather
Pocket Chart

●厚口コート紙 , Heavy-Duty Paper 
●760×510(mm)
●曜日・天気・季節・行事 , Days /
　Weather / Seasons / Events

●厚口コート紙 , Heavy-Duty Paper 
●495×740(mm)
●世界地図・国旗 , World Map / National flags

●厚口コート紙
　Heavy-Duty Paper 
●740×495(mm)
●からだ , Body

●厚口コート紙 , Heavy-Duty Paper 
●760×550(mm)
●時間 , Time

●紙製 ●515×728(mm)
●天気・月・曜日・色
　Weather / Months / Days / Colours

●厚口コート紙 , Heavy-Duty Paper 
●550×760(mm)
●季節・洋服 , Seasons / Clothing

●ナイロン製 , Nylon fabric 
●1120×780(mm)
●曜日・天気・季節・行事 , Days /
　Weather/Seasons/Events
●アクティビティガイド（英語）付
　English activity guide included

●厚口コート紙 , Heavy-Duty Paper 
●760×550(mm) ●前置詞 , Prepositions

●厚口コート紙 
●780×530(mm)

日常表現で使う英語がギュッと
入っています。カラフルなイラストで
楽しく学びましょう！

今日は何を着ようかな ?
クローゼットの中から服を選んで、
クマさんをコーディネート！

デザインおよび価格は、出版社の事情、為替により変更になる場合がございますので予めご了承ください。
Please be aware that design and price are subject to change, according to exchange rates and the publisher's circumstances.

在庫が無くなり次第、販売終了となります。 / The sale will end when all the stock has been sold.
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