
番号 タイトル 編著者 出版社 出版年

1 Japanese for young people　I,II,III 国際日本語普及協会 AJALT 1999,99,01

2 エリンが挑戦！にほんごできます 1～3
国際交流基金, 簗島史恵
ほか

凡人社 2007,07,11

3 高校生の日本語12か月練習帳
エイ・エフ・エス日本協
会

凡人社 2001

4 こども日本語宝島
春原憲一郎, 谷啓子(監
修); 池上摩希子ほか
(著)

アスク 2009

5 こどものにほんご 1,2
ひょうご日本語教師連絡
会議子どもの日本語研究
会(著); 西原鈴子(監修)

スリーエーネット
ワーク

2002, 2002

6 こどものにほんご れんしゅうちょう　1,2
ひょうご日本語教師連絡
会議子どもの日本語研究
会

スリーエーネット
ワーク

2008, 2009

7 日本語学級 1～3 大蔵守久 凡人社 1999,99,00

8
にほんごかんたん
Speak Japanese Book 1～3

吉岐久子ほか 研究社出版 1988,91,97

9 にほんごだいすき　テキスト　1,2 鈴木重幸, 工藤真由美 むぎ書房 2002, 1998

10 にほんごだいすき　おしえかたガイド　1,2 鈴木重幸, 工藤真由美 むぎ書房 2008, 2004

11 にほんごだいすき　ワークブック　1,2 鈴木重幸, 工藤真由美 むぎ書房 2002, 2002

12 にほんごだいすき 1 たんごのほん 鈴木重幸, 工藤真由美 むぎ書房 1995

13 にほんごだいすき 2 れんごのほん 鈴木重幸, 工藤真由美 むぎ書房 2000

14
にほんごドレミ（テキスト、教師用指導マ
ニュアル、聴解教材、聴解教材スクリプ
ト、タスクシート、文型練習帳）

日本語教科書作成委員会 海外日系人協会 2002-2006

15
にほんごジャンプ（テキスト、教師用指導
マニュアル、聴解教材、聴解教材スクリプ
ト、タスクシート、文型練習帳）

日本語教科書作成委員会 海外日系人協会 2003-2006

16
にほんごチャレンジ（テキスト、教師用指
導マニュアル、聴解教材、聴解教材スクリ
プト、教室活動教材、文型練習帳）

日本語教科書作成委員会 海外日系人協会 2005-2007

17 日本語を学ぼう 1～3 文部省 ぎょうせい 1992,93,95

18 日本語を学ぼう 1～3  教師用指導書 文部省 ぎょうせい 1992,94,95

19
ひろこさんのたのしいにほんご
テキスト 1,2

根本牧ほか 凡人社 1986, 2001

20
ひろこさんのたのしいにほんご
教師用指導書 1,2

屋代瑛子, 遠藤宏子 凡人社 1995, 2004

21
ひろこさんのたのしいにほんご 1
ぶんけいれんしゅうちょう

根本牧, 屋代瑛子 凡人社 1986

22
ひろこさんのたのしいにほんご 1 ひらが
な・かたかな・かんじ　れんしゅうちょう

根本牧, 屋代瑛子 凡人社 1986

23
ひろこさんのたのしいにほんご 2
かんじ・ぶんけいれんしゅうちょう

根本牧, 屋代瑛子 凡人社 1996

24
マリアとケンのいっしょににほんご
『学び』につながる16の活動

横田淳子, 小林幸江 ぎょうせい 2007

岡山県　日本語学習リソースコーナー所蔵資料

・◍・◍・◍・子どもの日本語学習支援向け・◍・◍・◍・
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25 やさしいにほんご　入門, 初級, 中級,上級 加州日本語学園協会 成美堂 1992-1996

26 留学生の12か月 村野良子 凡人社 1993

番号 タイトル 編著者 出版社 出版年

27 こどもにほんごじてん 江川ビン成(監修) 講談社 1998

28

五味太郎・言葉図鑑（くらしのことば、な
まえのことば、うごきのことば、ようすの
ことば、かざることばＡ、かざることば
Ｂ）

五味太郎 偕成社 1985-1988

29 三省堂　こどもことば絵じてん 金田一春彦(監修) 三省堂 2009

30 三省堂　ことばつかいかた絵じてん 金田一春彦(監修) 三省堂 2009

31
日本語を母語としない就学期の児童のため
の日本語教育 みる　あそぶ　にほんご！

安藤淑子ほか
山梨県南アルプス
市

2007

32
ペインレスジャパニーズ　動詞100，形容詞
100，名詞300

仁瓶和美
ケーエフプロジェ
クト

2008

番号 タイトル 編著者 出版社 出版年

33 あいうええほん とだこうしろう
戸田デザイン研究
所

1982

34 あいうえ　たいそう 木坂涼 偕成社 2009

35 いちねんせい 谷川俊太郎 小学館 1987

36 ことばのこばこ 和田誠 瑞雲社 1995

37 さる・るるる 五味太郎 絵本館 1980

38 ふしぎなナイフ 中村牧江ほか 福音館書店 1997

番号 タイトル 編著者 出版社 出版年

39 Hiragana Fun Noriko Yoneji APRICOT 2008

40 Katakana Fun Noriko Yoneji APRICOT 2008

41
JSL中学高校生のための教科につなげる学習
語彙・漢字ドリル 中国語版，ポルトガル語
版，スペイン語版

中学・高校生の日本語支
援を考える会 (著);  樋
口万喜子 (編集)

ココ出版 2010-2011

42 絵でわかるかんたんかんじ　80, 160, 200
武蔵野市帰国外国人教育
相談室教材開発グループ

スリーエーネット
ワーク

2001,02,06

43
陰山メソッド徹底反復「新書き順プリン
ト」 小学校1・2・3年，4・5・6年

陰山 英男 小学館 2006

44 かなマスター（改訂版） アークアカデミー 三修社 2010

45 漢字がたのしくなる本　テキスト 1～6 宮下久夫ほか
太郎次郎社エディ
タス

2006

46 かんじだいすき（一）～（六） 国際日本語普及協会 凡人社 2009-2010

47 かんじだいすき　国語・算数編 国際日本語普及協会 凡人社 2011

48 かんじだいすき　社会・理科編 国際日本語普及協会 凡人社 2011

49 漢字なりたちブック　1年生～4年生 伊東信夫
太郎次郎社エディ
タス

2012

50 パーツで覚えるしょきゅうのかんじ Vol.1
初級漢字学習メソッド開
発研究会(編集)

創拓社 2011

　★語彙・表現★

　★読む★

　★かな・漢字★
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51
一人で学べる　ひらがな　かたかな
英語, 中国語, インドネシア語, ベトナム
語, タイ語

海外技術者研修協会
スリーエーネット
ワーク

2000-2004

番号 タイトル 編著者 出版社 出版年

52
外国人児童生徒のための日本語指導 1
カリキュラム・ガイドラインと評価

東京外国語大学　留学生
日本語教育センター

ぎょうせい 1998

53
外国人児童生徒のための日本語指導 2
算数（数学）・理科の教科書　語彙と漢字

東京外国語大学　留学生
日本語教育センター

ぎょうせい 1998

54
外国人児童生徒のための日本語指導 3
中国語版 文法説明

東京外国語大学　留学生
日本語教育センター

ぎょうせい 1999

55
外国人児童生徒のための日本語指導 4
ポルトガル語版 文法説明

東京外国語大学　留学生
日本語教育センター

ぎょうせい 1999

56 絵で学ぶ日本語入門　各国語版 国際日本語普及協会
アジア福祉教育財
団

2007-2008

57
言語訓練カード第1集　名詞・動詞150絵
カード

三好純太
葛西ことばのテー
ブル

1997

58 言語訓練カード第2集　構文訓練カード 三好純太
葛西ことばのテー
ブル

2002

59 言語訓練カード第3集　漢字訓練カード 三好純太
葛西ことばのテー
ブル

2002

60
言語訓練カード第4集　ひらがな学習カー
ド：清音編

三好純太
葛西ことばのテー
ブル

2007

61
ことばのテーブル100枚プリント
第1集　あんごうをとこう

三好純太ほか
葛西ことばのテー
ブル

2001-2012

62
ことばのテーブル100枚プリント
第2集　おはなし読解ワーク：初級編

三好純太ほか
葛西ことばのテー
ブル

2001-2012

63
ことばのテーブル100枚プリント
第3集　ひらがな読解ワーク

三好純太ほか
葛西ことばのテー
ブル

2001-2012

64
ことばのテーブル100枚プリント
第4集　おはなし読解ワーク：中級編

三好純太ほか
葛西ことばのテー
ブル

2001-2012

65
ことばのテーブル100枚プリント
第5集　会話練習ワーク：初級編

三好純太ほか
葛西ことばのテー
ブル

2001-2012

66
ことばのテーブル100枚プリント
第6集　さくぶん練習ワーク

三好純太ほか
葛西ことばのテー
ブル

2001-2012

67
ことばのテーブル100枚プリント
第7集　おはなし読解ワーク：上級編

三好純太ほか
葛西ことばのテー
ブル

2001-2012

68
ことばのテーブル100枚プリント
第8集　ことばのクロスワード

三好純太ほか
葛西ことばのテー
ブル

2001-2012

69
ことばのテーブル100枚プリント
第9集　連語練習ワーク

三好純太ほか
葛西ことばのテー
ブル

2001-2012

70
ことばのテーブル100枚プリント
第10集　活用練習ワーク

三好純太ほか
葛西ことばのテー
ブル

2001-2012

71
ことばのテーブル100枚プリント
第11集　つばさくんの日記

三好純太ほか
葛西ことばのテー
ブル

2001-2012

72
ことばのテーブル100枚プリント
第12集　語彙選択ワーク

三好純太ほか
葛西ことばのテー
ブル

2001-2012

73
ことばのテーブル100枚プリント
第13集　自分のことを考えよう

三好純太ほか
葛西ことばのテー
ブル

2001-2012

74
ことばのテーブル100枚プリント
第14集　続おはなし読解ワーク

三好純太ほか
葛西ことばのテー
ブル

2001-2012

75
ことばのテーブル100枚プリント
第15集　おしゃべり練習ワーク

三好純太ほか
葛西ことばのテー
ブル

2001-2012
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76
ちびまる子ちゃんの四字熟語教室，慣用句
教室，敬語教室，作文教室

さくらももこ(原著) 集英社
2001,2002,
2007,2007

77
読解をはじめるあなたへ
（初級から中級への橋渡しシリーズ）

黒沢美保ほか(著); 日本
語教育研究所(編集)

凡人社 2009

番号 タイトル 編著者 出版社 出版年

78
岡山県公立高等学校入学試験問題集
平成24年春　受験用

教英出版 2011

79
外国人児童・生徒を教えるためのリライト
教材 改訂版

光元聰江，岡本淑明 ふくろう出版 2012

80
外国人児童の「教科と日本語」シリーズ
小学校「JSL国語科」

今澤悌ほか(著); 佐藤郡
衛(監修)

スリーエーネット
ワーク

2005

81
外国人児童の「教科と日本語」シリーズ
小学校「JSL算数科」

池上摩希子(著); 佐藤郡
衛(監修)

スリーエーネット
ワーク

2005

82
外国人児童の「教科と日本語」シリーズ
小学校「JSL理科」

大蔵守久(著); 佐藤郡衛
(著)

スリーエーネット
ワーク

2005

83
外国人児童の「教科と日本語」シリーズ
小学校「JSL社会科」

斎藤ひろみ(著); 佐藤郡
衛(監修)

スリーエーネット
ワーク

2005

84
外国人児童の「教科と日本語」シリーズ
小学校JSLカリキュラム「解説」

佐藤郡衛ほか(著)
スリーエーネット
ワーク

2005

85
在日ブラジル人児童のための算数教材
掛け算マスター・日本語クリアー

東 京 外 国 語 大 学
多言語・多文化教
育研究センター

2008

86
在日ブラジル人児童のための算数教材
割り算マスター・日本語クリアー

東 京 外 国 語 大 学
多言語・多文化教
育研究センター

2008

87 小学校　国語教科書　1～6年 宮地裕ほか 光村図書 H22

88 小学校　算数教科書　1～6年 清水静海ほか 啓林館 H22

89 小学校　理科教科書　3～6年 毛利衛ほか 日本文教 H22

90 小学校　社会教科書　3～6年 清水穀四朗ほか 日本文教 H22

91 小学校　地図帳 帝国書院編集部 帝国書院 H22

92 小学校　生活 加藤明ほか 東京書籍 H22

93 小学校　音楽　1～6年 小原光一ほか 教育芸術社 H22

94 小学校　図画工作　1～6年 日本児童美術研究会 日本文教 H22

95 小学校　書写　1～6年 西橋靖雄ほか 日本文教 H22

96 小学校　家庭科　5・6年 櫻井純子ほか 開隆堂 H22

97 小学校　保健　3～6年 戸田芳雄ほか 東京書籍 H22

98 中学　国語　1～3年 「国語」 宮地裕ほか 光村図書 H24

99
中学 数学 1～3年「未来へひろがる数
学」

岡村和夫ほか 啓林館 H24

100
中 学 英 語 「 New Crown English
Series」

高橋貞雄ほか 三省堂 H24

101 中学　科学　1～3年「新しい科学」 岡村定矩ほか 東京書籍 H24

102
中学 理科 1～3年「未来へひろがすサイ
エンス」

塚田捷ほか 啓林館 H24

103 中学　歴史　「中学社会　歴史的分野」 鈴木正幸ほか 日本文教 H24

104 中学　公民　「新しい社会　公民」 五味文彦ほか 東京書籍 H24

105 中学　地理　「中学生の地理」 中村和郎ほか 帝国書院 H24

　★教科指導★
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106 中学　地図帳「中学校社会科地図」 帝国書院編集部 帝国書院 H24

107
日中対訳 進学を目指す人のための教科につ
なげる学習語6000語

中学・高校生の日本語支
援を考える会ほか

ココ出版 2011

番号 タイトル 編著者 出版社 出版年

108
いっぱい話そう－日本語だけじゃないよ！
ニイガタヤポニカ活動素材集

ニイガタヤポニカ 新高速印刷 2007

109
エンカウンターで学級が変わる　ショート
エクササイズ集 Part1，Part2

国分康孝(監修) 図書文化社 1999, 2001

110
会話の授業を楽しくするコミュニケーショ
ンのためのクラス活動40

石黒圭
スリーエーネット
ワーク

2011

111
子どもといっしょに！日本語授業おもしろ
ネタ集 1,2

池上摩希子, 大蔵守久 凡人社 2001, 2005

112 児童・生徒のための日本語わいわい活動集
国際交流基金日本語国際
センター

スリーエーネット
ワーク

2005

113 小学生のための会話練習ワーク 森篤嗣, 牛頭哲宏 ココ出版 2010

114
小学校学級担任が進める　子どもが楽しむ
英語活動1，2

吉澤寿一 日本標準 2006, 2009

115
にほんご宝船　いっしょに作る活動集，教
える人のための知恵袋

春原憲一郎ほか アスク 2004

116
みんな地球っ子～話そう！遊ぼう！知り合
おう！～親子の日本語活動集

髙栁なな枝ほか
地球っ子クラブ
2000

2007

番号 タイトル 編著者 出版社 出版年

117
Welcome to 日本語教室　外国からきた子ど
もたちに日本語を教えるボランティア

つくばインターナショナ
ルグループ(TIG)学校部
(編集)

明石書店 2003

118
アスペルガー症候群（高機能自閉症）のす
べてがわかる本

佐々木正美(編集) 講談社 2007

119 イチからはじめる 外国人の子どもの教育 臼井智美(編集) 教育開発研究所 2009

120
「移動する子どもたち」の考える力とリテ
ラシー

川上郁雄 明石出版 2009

121 ｢移動するこどもたち」のことばの教育学 川上郁雄 くろしお出版 2011

122 「移動するこどもたち」と日本語教育 川上郁雄 明石書店 2006

123
海の向こうの「移動する子どもたち」と日
本語教育

川上郁雄 明石書店 2009

124 教科書を作ろう　せつめい編 佐久間勝彦(監修) 国際交流基金 1999

125 教科書を作ろう　れんしゅう編 佐久間勝彦(監修) 国際交流基金 1999

126 続　教科書を作ろう　せつめい編 佐久間勝彦(監修) 国際交流基金 2001

127 続　教科書を作ろう　れんしゅう編 佐久間勝彦(監修) 国際交流基金 2001

128 外国からの子どもたちと共に 井上惠子 本の泉社 2009

129
外国人児童生徒のための支援ガイドブック
子どもたちのライフコースによりそって

齋藤ひろみほか 凡人社 2011

130
子どもたちのアイデンティティ・ポリ
ティックス ブラジル人のいる小学校のエス
ノグラフィー

森田京子 新曜社 2007

131
こんなとき、どうする？発達障害のある子
への支援 2 小学校

内山登紀夫(監修); 諏訪
利明ほか(編集)

ミネルヴァ書房 2009

　★教室活動集★

　★指導者向け参考書★
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132
こんなとき、どうする？発達障害のある子
への支援 3 中学校以降

内山登紀夫(監修); 中山
清司(編集)

ミネルヴァ書房 2009

133
すぐに使える!6か国語保育の会話&文書便利
帳―中国語/韓国語/ポルトガル語/スペイン
語/フィリピノ語/英語

外国人の子どもの保育研
究会(編集)

チャイルド本社 2004

134
中国系ニューカマー高校生の異文化適応 文
化的アイデンティティ形成との関連から

趙衛国 御茶の水書房 2010

135
中国人と小学校教師のための学校生活まる
ごとガイド　中国語訳つき

須藤とみゑほか
スリーエーネット
ワーク

2005

136
日本語が話せないお友だちを迎えて～国際
化する教育現場からのＱ＆Ａ～

河原俊昭, 山本忠行, 野
山広

くろしお出版 2010

137 日本語で学ぶ学校からのお便り グループわかば グループわかば 2003

138
ブラジル人と小学校教師のための学校生活
まるごとガイド　ポルトガル語訳つき

須藤とみゑほか
スリーエーネット
ワーク

2003

139
文化間移動をする子どもたちの学び 教育コ
ミュニティの創造に向けて

齋藤ひろみ, 佐藤郡衛
(編集)

ひつじ書房 2009

140 マルチリンガル教育への招待 中島和子 ひつじ書房 2010

141 私の国は海のむこう
秋間恵美子(著); 井上
爽子(イラスト)

東京図書出版会 2008

番号 タイトル 編著者 制作 出版年

141 ようこそ！さくら小学校へ【DVD】
国際日本語普及協会(企
画・制作)

ユニコーン 2007

　★視聴覚資料（CD，DVD）★
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