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24320 あたらしい　じっせんにほんご

　英語版　技術研修編
（公社）国際日
本語普及協会

（公社）国際日
本語普及協会

2006.10.16 107 『じっせんにほんご－技術研修編－』の改訂版。縫製・水産等多様化する職種に対応
し、増加する女性研修生も登場人物に加えた。漢字仮名交じり総ルビとし、事前研修を
修了した人のため会話にレベルアップ編を設けた。

1,575円

24321 外国人研修生のための
日本語－研修場面編（第２版）
－

㈶国際研修
協力機構

㈶国際研修
協力機構

2008.1.21 110 技術、技能を習得し、地域社会で生活し、周囲の人々と良い人間関係を作るために求
められる日本語の中で、特に研修場面での会話を中心に取り上げています。

2,100円

24322 はたらくひとのにほんご
【仕事編：日本語／英語版】

㈶海外職業
訓練協会

2003年3月 104 外国人研修生用に作成。仕事編は機能別（確認・手順・報告・位置・謝罪・禁止など）9
ユニット、介護編5場面、資料としてイラスト付きの分野別の語彙集を収録。各国語版、
及び「生活編」と「仕事編」がある。

2,625円

21017 教科書を作ろう/中等教育
向け　初級日本語素材集　/れ
んしゅう編１

国際交流基金
日本語国際セ
ンター

2001. 6.10 286 国際交流基金日本語国際センターが、海外における日本語教育への支援の一つとし
て開発した初級日本語素材集。海外で日本語を勉強する中等教育段階の学習者向け
教材を作成するときの参考となるように制作されている。下記のHPからダウンロードで
きる。
Http://www.jpf.go.jp/j/urawa/j_rsorcs/jrs_04.html

非売品 カセット1本
あり

21018 みんなの日本語　初級Ⅱ
本冊

（株）スリー
エーネット
ワーク編

同左 2002. 2.14 247 初級後半レベル。各国語版の翻訳・解説書、4技能のためのそれぞれの教材、カード・
DVDなどの視覚・聴覚教材がそろっている。

2,500円

21023 日本語教育ブックレット６
地域における日本語学習支援

独立行政法人
国立国語研究
所

（同左） 2004. 3.31 50 地域の日本語教室における効果的な視聴覚教材の利用を考える研修会の内容を再編
集して収録。地域の日本語教室の特徴とそれに合わせたビデオ教材の使用の実践例
の紹介、人権・社会の観点からの地域の日本語教育の考察、心理言語学的観点から
の視聴覚教材の利用。

非売品

21027 学習者の発想による
日本語表現文型　例文集～初
級後半から中級にかけて

坂本正 （株）凡人社 1999. 3.20 347 初級から中級レベルで学ぶ約250の表現文型に、それぞれ15～20の例文を集めた例
文集。総収録例文数は3500以上に及ぶ。全ての文が日本語学習者によって考え出さ
れたもので、母語の日本語教師では思いつかないようなユニークな発想に富んでい
る。文型を導入する時の留意点付。文型の導入や口頭練習の教案を考えるとき、「学
習者にわかりやすい例文」を考えるのは大変だが、本冊子はは日本語を母語としない
日本語教師にも役立つ例文集。

2,600円

21031 しんにほんごのきそⅠ
会話・練習Cイラストシート

(財)海外技術
者研修協会

(株)スリーエー
ネットワーク

1992. 6.25 100 『新日本語の基礎Ⅰ』の25課に対応した視覚教材。A4サイズで会話25枚、練習75枚。 10,500円

22001 はたらくひとのにほんご
(生活編：日本語/タイ語版）

(財)海外職業
訓練協会

2003.3 147 外国人研修生用に作成。生活用語、自己紹介、数字、カレンダーなど8ユニット、資料と
して生活基本語、動詞変化表、見て理解する漢字を収録。
各国語版、及び「生活編」と「仕事編」がある。

3,150円

22008 はたらくひとのにほんご
（仕事編：日本語/タイ語版）

（財）海外職業
訓練協会

2003. 3. 104 外国人研修生用に作成。各国語版、及び「生活編」と「仕事編」がある。 2,625円

21023-2 日本語教育ブックレット７
話しことば教育における学習
項目

独立行政法人
国立国語研究
所

独立行政法人
国立国語研究
所

2005. 3.31 68 話し言葉の学習項目に関する研修会の内容を再編集。言語・非言語項目、機能項目、
音声的項目について、その具体的な指導実践を紹介。

非売品

24017 「レアリア・生教材」アイデ
ア帖

国際交流基金 ㈱スリーエー
ネットワーク

2006.8.1 初級から上級まで使えるレアリア（「本当のもの」）・生教材(身の回りにあるもの)の活用
法を紹介。例えば、薬の袋、レストランのメニュー、チラシ、路線図、占い記事、番組表、
料理のレシピなどを使った教室活動の実践例。

24018 「レアリア・生教材」コレク
ション　CD-ROMブック

国際交流基金 ㈱スリーエー
ネットワーク

2008.2.29 『アイデア帖』の姉妹版。『アイデア帖』で紹介した「レアリア・生教材」をCD-ROMに収
録。食品や薬品のパッケージ、レストランのメニュー、雑誌記事、新聞記事、写真など約
500点の「レアリア・生教材」が入っており、パソコンで表示・再生、印刷できる。

24021 らくらく導入・たのしく練習
・すぐに話せる　　たのしい日
本語

田辺典利子 Japanese
Language
Institute

2008.10.7 164 短時間の学習者が無理なく楽しく学習できるように、イラストによる導入などの工夫が
いっぱい。ALT、日本語研修生、企業研修生への教育現場での試行錯誤の末に出来
上がった導入のためのテキスト。

1,500円

24022 みんなの日本語　初級Ⅰ
本冊

㈱スリーエー
ネットワーク

㈱スリーエー
ネットワーク

1998.3.16 244 一般成人を対象、基本的な文型をやさしいものから難しいものへと積み上げ、聞くこと、
話すことを中心に学習し、日常生活の生活場面で簡単な会話ができるようになる。学習
の積み上げが成し得る基礎力を養成する。各国語版の翻訳・文法解説書、その他の読
み物、漢字練習などの副教材も充実している。

2,500円

24023 みんなの日本語　初級Ⅰ
教え方の手引き

㈱スリーエー
ネットワーク

㈱スリーエー
ネットワーク

2009.3.25 257 『みんなの日本語初級Ⅰ』の教師用指導書。各文型の導入と練習の展開が示され、教
師経験の有無にかかわらず、日本語を効果的に教えることが出来るように作られてい
る。Ⅰ部：教科書の使い方、Ⅱ部：各課の文法解説・提出語彙・導入・練習・会話、Ⅲ
部：資料(動詞のグループ、動詞の活用の作り方、学習項目のリスト)からなる。

2,800円

24026 ようこそ清水へ　清水日本
語交流の会15周年記念教材

清水日本語
交流の会

清水日本語
交流の会

2005.5.9 55 授業や自宅での実際の会話をもとに、清水での生活に密着した話題を取り上げたテキ
スト。書類や資料の写真が豊富。第5課は生活情報。

600円

24027 ようこそ清水へ　指導書・
文法資料

清水日本語
交流の会

清水日本語
交流の会

2006.5 96 『ようこそ清水へ』の教師用指導書。前半は各課の文型・語彙の整理と指導ポイントの
解説。後半の日本語文法資料では、ボランティア日本語教育とは、日本語の特徴、日
本語文法、敬語の解説がある。

600円

24028 ようこそ清水へ　学習用ドリル 清水日本語
交流の会

清水日本語
交流の会

2008.5.9 33 『ようこそ清水へ』の副教材、主として文型習得のための学習者用の練習問題集。 600円

24029 にほんご　こんにちは
[かいわ]

(財)大阪市
教育振興公社

(財)大阪市
教育振興公社

2008.6 116 日本語を始めて学ぶ人たちを対象に、「地域の日本語教室への橋渡し」として、必要度
の高い生活場面が選ばれ、生きた日本語、使える日本語を見つけられるようになって
いる。会話（ふりローマ字付）とそれに応じた教室活動と復習・練習で構成。

550円

24030 にほんご　こんにちは
　[しりょうしゅう]

(財)大阪市
教育振興公社

(財)大阪市
教育振興公社

33 『にほんごこんにちは[かいわ]』の副教材。ひらがな、カタカナ表、あいさつ、数、基本語
彙（身近な物の名前、趣味、体の名称など）、助数詞、時間、動詞・形容詞がイラスト付
きでリストアップされている。

200円

24031 にほんご　こんにちは
[ことばノート]

(財)大阪市
教育振興公社

(財)大阪市
教育振興公社

58 『にほんごこんにちは[かいわ]』の本文の言葉や表現の英・中・韓・スペイン語の訳。日
本語にはふりローマ字つき。空欄には自分が分からない言葉を記入して整理し、自分
の「ことばノート」を作る。

250円

24032 あいうえおで日本語
　[学習者用]

(財)大阪市
教育振興公社

(財)大阪市
教育振興公社

平成21年2月 86 日本語が少し話せる人を対象にした、｢テーマ中心｣の日本語学習素材。19のユニット
は地域日本語教室の実情を反映し、大阪という地域性も盛り込まれ、日本語を使って
一緒に考えたり喋ったりする活動を通じて、人間関係を築いていくきっかけとなることを
目指している。各ユニットはいくつかの小さい話題で構成されている。

300円

24033 あいうえおで日本語
[日本語ボランティア用]

(財)大阪市
教育振興公社

(財)大阪市
教育振興公社

平成17年11月 86 [学習者用]と同じ内容のユニットの後に、各ユニットの｢活動の手引き｣がついていて、
活動の目的と内容、用意しておくもの、活動の手順が書いてある。

450円

24034 にほんご　45じかん　 沢村三恵子
下田伸子

専門教育出版 2006.4.10 95 日本に滞在するために日本語が必要な人や、日本に興味があり日本語で話をしてみた
いという人のために、短期間で文法に基づき場面にふさわしい発話が学べる教科書。
学習時間は、45～60時間を想定し、日常生活に困らない程度に話せるようになることを
めざす。イラストを多用しているので、楽しみながら学習できる。

1,365円

24035 にほんご　45じかん
解説と翻訳(英語・スペイン語・
ポルトガル語）

沢村三恵子
下田伸子

専門教育出版 2005.2.5 103 『にほんご45じかん』の会話の翻訳と文法の解説が各国語で掲載。 1,890円

24036 にほんご　45じかん
れんしゅうちょう

沢村三恵子
下田伸子

専門教育出版 2005.9.15 84 本編『にほんご45じかん』の学習項目の定着を図るため、各項目のポイントとその基礎
的な練習から運用練習までを順を追って提出、各問題には可能なかぎりのイラストを付
けてある。解答別冊付き。

1,470円

24040 Painless Japanese 名詞300 仁瓶和美 ケーエフ
プロジェクト

2009.3.3 56 日用品､文房具、学校の言葉など27のグループ別に分かれ、すべてに中国語・韓国語・
英語の訳がついている。イラストを見ながら自然に覚えられる。

500円
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24041 Painless Japanese 動詞100 仁瓶和美 ケーエフ

プロジェクト

2008.8.23 61 基本的な100の動詞について、絵を見ながら動詞の語彙を増やすとともに、活用表を完
成することによって活用形の習得を図る。中国語・韓国語・英語の訳つき。イラストを見
ながら自然に覚えられる。

500円

24042 Painless Japanese
 形容詞100

仁瓶和美 ケーエフ
プロジェクト

2008.5.3 62 基本的な100の形容詞について、絵を見ながら語彙を増やすとともに、活用表を完成す
ることによって活用形の習得を図る。中国語・韓国語・英語の訳つき。後半に形容詞文
の文型を使った練習が付いている。

500円

24043 Painless Japanese ひらがな
・かたかな

仁瓶和美 ケーエフ
プロジェクト

2007.7.23 60 書き込み式の練習帳。書き順の数字が付いている。 500円

24044 Painless Japanese 動詞100
・絵カード（カリキュラム付き）

Ｎ．Ｉ．ＫＡＺＵＭＩ ケーエフ
プロジェクト

2004 103 動詞100の絵カードのほか、あいさつ・国・数・ひらがなカタカナ表・教え方の一例がつい
ている。

1,470円

24047 日本語教育文法講義ノート 山下暁美編著 アルク 2009.7.2 167 日本語教育に不可欠な文法知識を、実際に教える活動と結び付け、テキストに書き込
みながら理解を深めることができる。

1,800円

24052 外国人看護師候補者の
ための医療用日本語会話集

（社）静岡県
病院協会

（社）静岡県
病院協会

2009.10.1 72 医療用語の英語対訳集。 非売品

24053 介護のための日本語 （公財）浜松
国際交流協会

（公財）浜松
国際交流協会

2010.2.5 122 日系南米人が介護職への転職を目指し、介護の場面での用語や表現を学ぶためのテ
キストとして開発。

800円

24054 対話でみがくことばの力
　互いの異なりを活かすグ
ループワーク26

宇都宮裕章
編著

ナカニシヤ出版 2010.5.20 103 グループワークの活動集、子どもから大人まで幅広い年齢に対応できる対話のワー
ク。コミュニケーションを通じて、価値の多様化を共有するとともに、自分自身の言葉の
力を身につける。交流会、ワークショップ、研修などでも使用できる。

1900円

24059 にほんごこれだけ！　１ 庵功雄監修 ココ出版 2010.5.21 95 トピックシラバスで構成、おしゃべり活動の中で、初級文型を繰り返し学ぶことができ
る。初級学習者と地域の日本語支援者向けのテキスト。
サポートサイトに活動例の動画もある。http://www.cocopb.com/koredake/

1,000円

24061 いっぽ　にほんご　さんぽ
　暮らしのにほんご教室　初級
１

にほんごの会
宿谷和子・天
坊千明

㈱スリーエー
ネットワーク

2010.5.17 197 地域の日本語教室向け。教え方のポイントやアドバイスが付いている。CDに音声・語彙
リスト・イラストが収録。

2,400円

24062 考えて、解いて、学ぶ日本
語教育の文法

原沢伊都夫 ㈱スリーエー
ネットワーク

2010.9.17 180 学校で学ぶ「国語文法」とは異なる日本語教育の文法を考えるテキスト。問題を解きな
がら分析的に考え、日本語の文法についての知識を体系的に身につけることができ
る。全ての問題に解説が付いているので、独習も可能。

1,600円

24079 ことばの説明・文例集　この
言葉、外国人にどう説明す
る？

鈴木智美・春
原憲一郎・星
野恵子・松本
隆・籾山洋介

㈱アスク出版 2008.7.31 191 語彙を説明する時に、簡単な(既習の)ことばと文型で説明したり、わかりやすい例文を
使ったりした実例集。

1,600円

24081 はじめて日本語を教える人
のための　なっとく　知っとく
初級文型５０

岡本牧子　沢
田幸子 安田
乙世

スリーエー
ネットワーク

2009.4.30 241 初級文型の機能と使い方を例文と会話形式の解説で学ぶ。地域の日本語支援者を始
め、日本語教育の文型の理解が深まる。

1,600円

24086 しごとの日本語　ビジネスマ
ナー編

釜渕　優子 ㈱アルク 2008.10.1 135 英・中対応。イラストと漫画でマナーの説明があり、「ポイント」の解説と確認クイズで理
解が深まる。

2,000円

24087 しごとの日本語　電話応対
基礎編

奥村　真希
釜渕　優子

㈱アルク 2009.4.1 157 英・中・韓対応。電話を受けるとき・かけるときの様々な状況について、語彙や表現
チェック、リスニング問題、ロールプレイを通じて練習する。

2,200円

24088 しごとの日本語　メールの
書き方編

奥村　真希
釜渕　優子

㈱アルク 2009.4.1 138 英・中・韓対応。基礎編でビジネスメールの定型・マナー・敬語をまとめ、
実践編で目的別のメールの実例を紹介し、応用編では実際に目的に沿ったメールの作
成が求められている。

2,000円

24097 DVDで学ぶ日本語　エリンが
挑戦！　にほんごできます。vｏ
ｌ．１

国際交流基金 ㈱凡人社 2007.6.30 198 海外で日本語を学ぶ中・高校生向けの、視聴覚教材。国際交流基金のWEBでも公開さ
れている。
Https://www.erin.ne.jp/jp/

2,400円

24098 DVDで学ぶ日本語　エリンが
挑戦！　にほんごできます。vｏ
ｌ．２

国際交流基金 ㈱凡人社 2007.9.30 208 海外で日本語を学ぶ中・高校生向けの、視聴覚教材。国際交流基金のWEBでも公開さ
れている。
Https://www.erin.ne.jp/jp/

2,400円

24099 DVDで学ぶ日本語　エリンが
挑戦！　にほんごできます。vｏ
ｌ．３

国際交流基金 ㈱凡人社 2007.10.10 266 海外で日本語を学ぶ中・高校生向けの、視聴覚教材。国際交流基金のWEBでも公開さ
れている。
Https://www.erin.ne.jp/jp/

2,400円

24112 新聞からコミュニケーションへ
　－新聞等によく使われる必
須表現例文集Ⅰ－

政田　寛子 （公社）
国際日本語普
及協会

2006.3.31 31 新聞の語彙や表現の解説。 非売品

24113 ３級編　例文で学ぶ漢字と
言葉

西口　光一 ㈱スリーエー
ネットワーク

2007.5.21 119 漢字を例文の中の語彙として学ぶ。基本的な漢字69文字の書き方を学習した後、留学
生イー・アイリンさんを主人公にした物語を読み、漢字が語彙や文章の中でどのように
使われるかを学ぶ。

1,300円

24114 ニューアプローチ中級日本語
[基礎編]改訂版

日本語研究社　㈲日本語
研究社

2004.3.15 239 初級から中級への橋渡しを目指し、4技能がバランス良く習得できるように意図されて
いる。

2,835円

24115 例文で学ぶ漢字と言葉
－4級漢字・3級漢字・2級漢字

大阪大学
留学生セン

134 漢字を例文の中の語彙として学ぶことを意図して作成された教科書。 非売品

24116 みんなの日本語　初級Ⅰ本冊 ㈱スリーエーネ㈱スリーエー
ネットワーク

1999.10.29 244 初級前期の教科書、多様な学習者に対応。各国語版の翻訳・解説書、4技能のための
それぞれの教材、カード・DVDなどの視覚・聴覚教材がそろっている。

2,500円

24117 みんなの日本語初級Ⅰ漢字
　英語版

新矢麻紀子
古賀千世子
高田亨　御子
神慶子

㈱スリーエー
ネットワーク

2000.2.8 159 漢字を始めて学ぶ外国人が、楽しく効果的に学べるように工夫されている。『みんなの
日本語初級Ⅰ』に準拠、能力試験4級と3級相当。

1,800円

24118 新日本語の基礎Ⅰ本冊
漢字かなまじり版

海外技術者研
修協会　編集

㈱スリーエー
ネットワーク

1999.2.10 240 初級前期の教科書　技術研修生向け 2,505円

24119 新日本語の基礎Ⅰ　〈本冊
　ローマ字版〉

海外技術者研
修協会　編集

㈱スリーエー
ネットワーク

1991.5.10 241 初級前期の教科書　技術研修生向け　ローマ字表記のテキスト 2,580円

24120 新日本語の基礎Ⅰ分冊
韓国語訳

海外技術者研
修協会　編集

㈱スリーエー
ネットワーク

1990.9.10 151  『新日本語の基礎Ⅰ本冊』に準拠し、各課の新出語彙、関連語彙、 文型、例文、会話
などが各国語で訳されている。

1,550円

24121 新日本語の基礎Ⅰ分冊
中国語訳

海外技術者研
修協会　編集

㈱スリーエー
ネットワーク

1990.1.31 151  『新日本語の基礎Ⅰ本冊』に準拠し、各課の新出語彙、関連語彙、 文型、例文、会話
などが各国語で訳されている。

1,550円

24122 新日本語の基礎Ⅰ分冊
　ロシア語訳

海外技術者研
修協会　編集

㈱スリーエー
ネットワーク

1992.1.8 151  『新日本語の基礎Ⅰ本冊』に準拠し、各課の新出語彙、関連語彙、 文型、例文、会話
などが各国語で訳されている。

1,550円

24123 新日本語の基礎Ⅰ分冊
　タイ語訳

海外技術者研
修協会　編集

㈱スリーエー
ネットワーク

1990.2.10 151  『新日本語の基礎Ⅰ本冊』に準拠し、各課の新出語彙、関連語彙、 文型、例文、会話
などが各国語で訳されている。

1,550円

24124 新日本語の基礎Ⅰ分冊
インドネシア語訳

海外技術者研
修協会　編集

㈱スリーエー
ネットワーク

1990.2.10 151  『新日本語の基礎Ⅰ本冊』に準拠し、各課の新出語彙、関連語彙、 文型、例文、会話
などが各国語で訳されている。

1,550円

24125 新日本語の基礎Ⅰ分冊
スペイン語訳

海外技術者研
修協会　編集

㈱スリーエー
ネットワーク

1991.10.25 151  『新日本語の基礎Ⅰ本冊』に準拠し、各課の新出語彙、関連語彙、 文型、例文、会話
などが各国語で訳されている。

1,550円

24126 新日本語の基礎　　漢字
練習帳Ⅰ　スペイン語版

㈱スリーエー
ネットワーク
編集

㈱スリーエー
ネットワーク

1994.10.3 205 非漢字圏学習者向け。漢字の成り立ちを理解したあと、『新日本語の基礎Ⅰ』に沿っ
て、漢字の読み方、筆順、用例を効果的に習得できる。

1,748円

24127 新日本語の基礎Ⅰ カセット
テープ8本

海外技術者研
修協会　編集

㈱スリーエー
ネットワーク

1990.6.20 『新日本語の基礎Ⅰ』の聴覚教材。 16,480円

24128 日本語指導教材　にほんご
を　まなぼう　教師用指導書

文部省 ㈱ぎょうせい 平成4.9.1 350 文部省が外国人児童生徒ができるだけ早く日本の学校生活に適応できることを願い作
成した、日本語による日本語教材「にほんごをまなぼう」の教師用指導書。

2,700円

24136 ＳＩＴＵＡＴＩＯＮＡＬ　ＦＵＮＣＴ
ＩＯＮＡＬ　ＪＡＰＡＮＥＳＥ　ＶＯＬ
ＵＭＥ　１：ＮＯＴＥＳ

筑波ランゲー
ジグループ

㈱凡人社 1999.5.20 235 英語圏学習者向け、機能・場面シラバスのテキスト。 3,000円

24137 ＳＩＴＵＡＴＩＯＮＡＬ　ＦＵＮＣＴＩ
ＯＮＡＬ　ＪＡＰＡＮＥＳＥ　ＶＯＬＵ
ＭＥ　２：ＮＯＴＥＳ

筑波ランゲー
ジグループ

㈱凡人社 2000.8.25 261 英語圏学習者向け、機能・場面シラバスのテキスト。 2,800円
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24138 ＳＩＴＵＡＴＩＯＮＡＬ　ＦＵＮＣＴ

ＩＯＮＡＬ　ＪＡＰＡＮＥＳＥ　ＶＯＬ
ＵＭＥ　３：ＮＯＴＥＳ

筑波ランゲー
ジグループ

㈱凡人社 2001.2.20 271 英語圏学習者向け、機能・場面シラバスのテキスト。 2,800円

24139 ＳＩＴＵＡＴＩＯＮＡＬ　ＦＵＮＣ
ＴＩＯＮＡＬ　ＪＡＰＡＮＥＳＥ　教師
用指導書（改訂版）

筑波ランゲー
ジグループ

㈱凡人社 2000.2.25 243 英語圏学習者向け、機能・場面シラバスのテキストの教師用指導書。 3,000円

24140 日本語事始　｛外国人のた
めの自学自習用日本語教材
（中国語版）｝

編集　水谷　修　日本語教育振
興協会

1996.3.31 112 中国語母語話者向け、全くのゼロレベルから、サバイバルのための表現を自習するた
めの教材。

非売品

24141 日本語事始　｛外国人のた
めの自学自習用日本語教材
（中国語版）カセットテープ｝

日本語教育振
興協会

中国語母語話者向け、全くのゼロレベルから、サバイバルのための表現を自習するた
めの教材。

24142 日本語事始　｛外国人のた
めの自学自習用日本語教材
（韓国語版）｝

編集　水谷　修　日本語教育振
興協会

1997.3.31 112 韓国語母語話者向け、全くのゼロレベルから、サバイバルのための表現を自習するた
めの教材。

非売品

24143 日本語事始　｛外国人のた
めの自学自習用日本語教材
（韓国語版）カセットテープ｝

日本語教育振
興協会

韓国語母語話者向け、全くのゼロレベルから、サバイバルのための表現を自習するた
めの教材。

24144 日本語事始　｛外国人のた
めの自学自習用日本語教材
（英語版）｝

編集　水谷　修　日本語教育振
興協会

1998.3.31 112 英語母語話者向け、全くのゼロレベルから、サバイバルのための表現を自習するため
の教材。

非売品

24145 日本語事始　｛外国人のた
めの自学自習用日本語教材
（英語版）カセットテープ｝

日本語教育振
興協会

英語母語話者向け、全くのゼロレベルから、サバイバルのための表現を自習するため
の教材。

24162 はじめての日本語教育・１
日本語教育の基礎知識

高見澤　孟
監修

㈱アスク 2001.4.1 263 教授法、文法、言語学などの日本語教育の基本となる用語をわかりやすく解説。 1,900円

24163 はじめての日本語教育・１
日本語教育の基礎知識

高見澤　孟
監修

㈱アスク 2001.4.1 263 教授法、文法、言語学などの日本語教育の基本となる用語をわかりやすく解説。 1,900円

24164 はじめての日本語教育・２
　日本語教授法入門

高見澤　孟　 ㈱アスク 2001.3.1 183 初級レベルの学習者を対象とし、発音、会話の教え方を［導入→定着→実践］の段階を
追って解説。ビデオあり。

1,900円

24165 はじめての日本語教育・２
　日本語教授法入門

高見澤　孟　 ㈱アスク 2001.4.1 183 初級レベルの学習者を対象とし、発音、会話の教え方を［導入→定着→実践］の段階を
追って解説。ビデオあり。

1,900円

24166 人と人とをつなぐ　日本語
クラス　アクティビティ50

中村律子　浅
見かおり
金子広幸　宮
﨑妙子

㈱アスク 2007.2.26 151 コミュニケーション活動中心で、生きた日本語を使いながら、学習に協力的な雰囲気作
り、学習者が主体的にクラスに参加し学べる環境作りを助ける。巻末に、アクティビティ
用ワークシートや、主な使用表現・文型・文法項目別さくいん、レベル別索引つき。

1,800円

24167 日本語教師必携　すぐに
使える「レアリア・生教材」アイ
デア帖

国際交流基金 ㈱スリーエー
ネットワーク

2007.2.13 229 食品のパッケージ、雑誌広告、漫画、テレビ欄など「本当の物」=「レアリア」を使った、効
果的な日本語の教え方を紹介。学習者のレベルに合わせ、「物」のもつ魅力の面から
生まれた発想やアイデアを豊富に掲載。

1,800円

24168 日本語教師必携　すぐに
使える「レアリア・生教材」コレ
クションＣＤ－ＲＯＭブック

国際交流基金 ㈱スリーエー
ネットワーク

2008.2.29 90 実物の教材がCD-ROMの中に集められているので、印刷してすぐに使える。 3,000円

24169 日本語教授法 石田　敏子 ㈱大修館書店 1991.10.10 272 これから日本語教師になろうとする人々のために書き下したな入門書。具体的な指導
法を中心に、生徒の評価法や教師の心構え、さらに日本語教育の歴史や外国語教授
法の概要など。

2,266円

24170 直接法で教える日本語 東京外国語大
学　留学生
日本語教育セ
ンター　指導
書研究会

東京外国語
大学出版会

2009.5.25 494 初級の文型を直接法で教えるためのマニュアルと教材。DVDに絵カードなどの教材を
収録。直接法による初級レベルの日本語指導について丁寧に解説してあり、初級文型
導入の基本がよくわかる。教育実習の教案に悩んでいる方や初めて教える方にも、豊
富な例文と433枚のカラーの絵教材が授業準備に役立つ。他社の日本語教科書、教室
活動参考書との対照表、学習者用eラーニング教材も充実。

3,200円

24175 Ｎｏｗ　Ｙｏｕ’ｒｅ　Ｔａｌｋｉｎｇ
　Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｃｏｎｖｅｒｓａｔｉｏｎ
ｆｏｒ　Ｂｅｇｉｎｎｅｒｓ

宮崎　道子
郷司　幸子

㈱スリーエー
ネットワーク

2007.4.25 150 英語母語話者向け、サバイバル日本語の習得、同時に、日本人の英語学習にも使え
る。

1,900円

24176 〔改訂版〕話そう考えよう初
級日本事情

福岡日本語セ
ンター
「日本事情」プ
ロジェクト

㈱スリーエー
ネットワーク

2006.7.24 72 成人向けの日本事情(日本の生活や社会)のテキスト。初級～中級レベルの日本語を
使用して、日本社会の知識を身につけ、読んだり話したりすることで、さらに日本語能力
を発展させることを意図している。

1,000円

24177 日本語　おしゃべりのたね 沢田幸子　武
田みゆき
福家枝里　三
輪香織

㈱スリーエー
ネットワーク

2007.5.1 130 地域の日本語教室で学ぶ学習者とボランティアが、楽しく「おしゃべり」をしながら日本
語を学ぶためのテキスト。全20のユニットには、会話のネタとして「おしゃべりのたね（質
問・イラスト・グラフなど）」が60以上ある。また初級レベルの40文型を盛り込み、学習者
が日本語を「きちんと」学びたい場合も対応できる。

1,600円

24180 話しながら学べる生活の
日本語　すきなもの・すきなこ
と　1

広瀬万里子
大森瑳子

ＴＩＪ東京日本
語研修所

1999.11.1 145 全10課。ひとつの課は2～4のセクションに分かれていて各セクションで、ある意味・発想
を伝える文型・文法を使えるようにしながら短い会話をできるようにし、課を終えた後で
その課の話題をめぐって少し長い会話ができるように構成されている。

1,600円

24181 ゼロからスタート　にほんご
会話　入門

Jリサーチ
出版編

Jリサーチ出版 2009.10.10 183 CD付入門教科書。実際の会話に即した自然な表現、豊富な例文。食事・買い物・目的
地への移動など、サバイバル場面を重点的に学習。文法と語彙・表現を積み上げなが
ら、日本語の基礎が着実に身につく。会話と語彙と練習の指示に英・中・ポルトガル語
の訳が付いている。独習にも活用できる。「入門」「初級」が出版済、「中級」「上級」の出
版予定あり。

1,400円

24182 自由自在に話せる独学
日本語Ⅰ　－中国語版－

有馬　俊子 ㈱凡人社 2006.1.20 232 中国語母語者向け、ゼロ初級から、独習に対応。新出語彙にアクセント記号、中国語
対訳の文法説明が付き、絵やCDによる練習可能。Ⅰは1～16課、Ⅱ（初級）は17課～
30課、Ⅲ（中級前半）は31～50課。

2,400円

24183 にほんご宝船　教える人の
ための知恵袋

春原憲一郎
監修

㈱アスク出版 2008.4.11 119 「いっしょに学ぶ活動集」対応、日本語ボランティアのための、活動指南書。どのように
活動を進めていくか、また活動するにあたっての注意点などを分かりやすく解説。日本
語教育の知識がなくてもすぐに使える、一般的な表現と分かりやすい解説。50ユニット
＋文法補足解説。
「宝船」専用サイト参照：http://www.nihongo-ask.jp/takarabune/

2,000円

24184 にほんご宝船　いっしょに作
る活動集

春原憲一郎
監修

㈱アスク出版 2008.7.1 111 生活に必要な情報や日々感じていることなどを、ボランティアと外国人が語りながら自
分のページを創っていく。 「話す」＋「聞く」＋「書き込む」＋「貼り付ける」で、世界にたっ
た一つの日本生活帳のできあがり。レベルは設けず、学習者のレベルやニーズに合わ
せて様々に使えるワークブック。「わたしの家族を紹介します！」「非常事態！」「旅・旅
行・ドライブ」など50ユニット。
「宝船」専用サイト参照：http://www.nihongo-ask.jp/takarabune/

1,000円

24185 にほんご　45じかん 沢村三恵子
下田伸子

㈱専門教育
出版

2006.4.10 95 日本に滞在するために日本語が必要な人や、日本に興味があり日本語で話をしてみた
いという人のために、短期間で文法に基づき場面にふさわしい発話が学べる教科書。
学習時間は、45～60時間を想定し、日常生活に困らない程度に話せるようになることを
めざす。イラストを多用しているので、楽しみながら学習できる。

1,365円

24186 にほんご　45じかん 沢村三恵子
下田伸子

㈱専門教育
出版

2006.4.10 95 日本に滞在するために日本語が必要な人や、日本に興味があり日本語で話をしてみた
いという人のために、短期間で文法に基づき場面にふさわしい発話が学べる教科書。
学習時間は、45～60時間を想定し、日常生活に困らない程度に話せるようになることを
めざす。イラストを多用しているので、楽しみながら学習できる。

1,365円

24190 らくらく導入・たのしく練習・
すぐに話せる　　たのしい日本
語

田辺典利子 Japanese
Language
Institute

2008.10.7 164 短時間の学習者が無理なく楽しく学習できるように、イラストによる導入などの工夫が
いっぱい。ALT、日本語研修生、企業研修生への教育現場での試行錯誤の末に出来
上がった導入のためのテキスト。

1,500円
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24191 日本語入門テキスト

やらまいか日本語
浜松市地域日
本語教育推進
委員会

平成9年3月 65 浜松市作成の日本語入門テキスト。ひらがな・ローマ字表記、全10課、ゼロ初級からサ
バイバルのレベル。イラストが多い。浜松市の地域事情に偏って編集されていないの
で、どの地域でも使用可能。

非売品

24197 絵で学ぶ日本語入門
英語版

アジア福祉教
育財団

平成20.1.22 63 英語対訳付の日本文化紹介。日本の地理、歴史、祝日・行事、昔話等が紹介され、英
語対訳が付いている。

非売品

24202 こうべを楽しもう 神戸国際協力
交流センター

神戸国際協力
交流センター

平成20年3月 105 成人向け、地域（神戸）に根差した教材。写真やイラストが多く話題を提供することに重
点が置かれているので、学習者とボランティアが話し合ったり、調べたり、街へ出て体験
したりして、さらに日常生活に必要な情報を得ることを想定している。資料編では、参考
資料、授業の進め方、情報のアクセス先、6か国語の語彙集を収録。

非売品

24204 活動＆ことばのガイドブック
　ＡＣＴＩＯＮ　ポルトガル語版

牧野　真也
監修

（社）青年海外
協力協会

2008年3月 137 海外へ派遣された日本人のボランティアが、現地語で活動（技術分野）するためのテキ
スト。

非売品

24205 活動＆ことばのガイドブック
ＡＣＴＩＯＮ　ラオス語版

鈴木　玲子
監修

（社）青年海外
協力協会

2008年4月 147 海外へ派遣された日本人のボランティアが、現地語で活動（技術分野）するためのテキ
スト。

非売品

24206 活動＆ことばのガイドブック
ＡＣＴＩＯＮ　タイ語版

宇戸　清治
監修

（社）青年海外
協力協会

2008年3月 155 海外へ派遣された日本人のボランティアが、現地語で活動（技術分野）するためのテキ
スト。

非売品

24207 活動＆ことばのガイドブック
　ＡＣＴＩＯＮ　スワヒリ語版

中島　　久
監修

（社）青年海外
協力協会

2009年3月 145 海外へ派遣された日本人のボランティアが、現地語で活動（技術分野）するためのテキ
スト。

非売品

24208 活動＆ことばのガイドブック
　ＡＣＴＩＯＮ　カンボジア語版

上田　広美
監修

（社）青年海外
協力協会

2009年3月 137 海外へ派遣された日本人のボランティアが、現地語で活動（技術分野）するためのテキ
スト。

非売品

24209 活動＆ことばのガイドブック
　ＡＣＴＩＯＮ　ベトナム語版

宇根　祥夫
監修

（社）青年海外
協力協会

2009年3月 145 海外へ派遣された日本人のボランティアが、現地語で活動（技術分野）するためのテキ
スト。

非売品

24213 日本語　ＢＡＳＩＣＯ　Ⅰ 91 ポルトガル語母語話者、成人の初級日本語教科書。動詞の活用、漢字も学ぶ。日本語
⇔ポルトガル語の翻訳の練習がある。

非売品

24214 《もうぶ》の動詞ポケットカード 青木明美　大
倉玲子　小林
節子　田中恵
子　永井友子

もうぶ日本語
研究会

2005年3月 個人レッスンや自習用の名刺サイズのカード。 500円

24215 《もうぶ》の形容詞ポケット
カード

青木明美　大
倉玲子　小林
節子　田中恵
子　永井友子

もうぶ日本語
研究会

2005年3月 個人レッスンや自習用の名刺サイズのカード。 500円

24216 にほんご21　（ベトナム語版） 日本国際協力
センター　編

（独）　国際協
力

平成17年3月 235 研修員と研修を受け入れる日本人のための携帯用日本語会話集。 非売品

24217 新にほんご21　（スペイン語
版）

日本国際協力
センター　編

（独）　国際協
力

平成18年3月 99 研修員と研修を受け入れる日本人のための携帯用日本語会話集。 非売品

24218 新にほんご21　（スペイン語
版）

日本国際協力
センター　編

（独）　国際協
力

平成18年3月 99 研修員と研修を受け入れる日本人のための携帯用日本語会話集。 非売品

24219 新にほんご21　（スペイン語
版）

日本国際協力
センター　編

（独）　国際協
力

平成18年3月 99 研修員と研修を受け入れる日本人のための携帯用日本語会話集。 非売品

24220 新にほんご21　（スペイン語
版）

日本国際協力
センター　編

（独）　国際協
力

平成18年3月 99 研修員と研修を受け入れる日本人のための携帯用日本語会話集。 非売品

24221 実力アップ！　日本語能力
試験　1級

松本　節子、
星野　恵子

ＵＮＩＣＯＭ　Ｉｎｃ．1993.10.20 312 研修員と研修を受け入れる日本人のための携帯用日本語会話集。 1,980円

24222 日本語教育演習シリーズ①
　教えるためのことばの整理
Ｖｏｌ．1

丸山　敬介 京都日本語教
育センター

2000.4.10 196 指導者にとって必要となる初級の文法表現を中心とした言語知識の整理。ひらがな、カ
タカナ、発音に関する基本事項、動詞と形容詞の分類と日本語教育での呼称、助詞。

2,300円

24223 日本語教育演習シリーズ②
　教えるためのことばの整理
Ｖｏｌ．2

丸山　敬介 京都日本語教
育センター

2001.7.10 169 指導者にとって必要となる初級の文法表現を中心とした言語知識の整理。「ほしい」「～
たい」の希望・願望表現、「できる」可能の表現、「～ている」などの補助動詞の「時」（ア
スペクト・テンス）に関する表現、受け身・使役、条件。

1,900円

24224 日本語教育演習シリーズ③
　さまざまな表現　Ｖｏｌ．1

丸山　敬介 京都日本語教
育センター

2001.7.10 152 指導者にとって必要となる初級から中級の文法表現を中心とした言語知識の整理。接
続、許可・不許可、働きかけ、「行く」「来る」「わかる」「知る」などの基本的な動詞の意味
と使い方。

1,900円

24225 日本語教育演習シリーズ④
　さまざまな表現　Ｖｏｌ．2

丸山　敬介 京都日本語教
育センター

1995.5.1 176 指導者にとって必要となる初級から中級の文法表現を中心とした言語知識の整理。「ま
だ」「もう」などの副詞的な語彙や表現、「だけ」「しか」などのとりたて詞など。

2,300円

24226 日本語教育演習シリーズ⑤
　教え方の基本

丸山　敬介 京都日本語教
育センター

2000.4.10 242 かなの指導、助数詞の指導、活用練習、ドリル、レベル別・技能別指導法、などの具体
的な指導方法を学ぶ。なお６巻は、５巻の内容を発展的に補足する内容となっており、
コースのデザインから教案作成、実際の指導までを中心的に扱っている。

2,400円

24227 日本語教育ブックレット５
論理的文章作成能力の育成
に向けて

（独）　国立国
語研究所

（同左） 2004. 3.31 59 「論理的文章作成能力の育成に向けて」という研修における、講演と報告の文字おこし
原稿を再編集したもの。留学生・一般日本人大学生・年少者の作文教育について、実
践例（課題、シラバス、教材）を紹介。

非売品

24228 日本語教育ブックレット９
教室活動における「協働」を考
える

（独）　国立国
語研究所

（同左） 2007.3.30 50 教室活動における「協働」に関する研修会の内容を再編集。協働の定義と効果、学習
者間の協働を促進するために何をすべきかについて、実践例を紹介

非売品

24229 国際交流基金　日本語教
授法シリーズ第1巻　日本語教
師の役割／コースデザイン

国際交流基金 ㈱ひつじ書房 2006.9.25 67 日本語教師としての仕事を振り返り、教師の役割を考え直す。教師として理解しておく
べきことをコースデザインという広い枠で捉えなおし、学習者の特性、教師の特性、シラ
バス、教授法、教材教具などについて考察する。

580円

24230 国際交流基金　日本語教
授法シリーズ第5巻　聞くことを
教える

国際交流基金 ㈱ひつじ書房 2008.2.15 129 聴解指導について、「どのように聞くか」を支援することを重視し、「モニターする」「予測
する」「推測する」などのストラテジーを積極的に導入した教え方を紹介。自然なイン
プットの少ない海外において聴解指導について工夫すべきことを考える。

1,000円

24231 国際交流基金　日本語教
授法シリーズ第6巻　話すこと
を教える

国際交流基金 ㈱ひつじ書房 2007.1.31 107 会話の指導について、話すプロセスやコミュニケーション能力など会話能力に関連する
理論と、実際の教室活動を結びつけて整理し、学習者自身の活動を追求する。日本語
に触れる機会が少ない学習者の話す力をいかに伸ばすか、初級から超級までの各レ
ベルに応じて、普段の授業に活動を無理なく取り入れる方法を考える。

800円

24232 国際交流基金　日本語教
授法シリーズ第7巻　読むこと
を教える

国際交流基金 ㈱ひつじ書房 2006.6.22 78 読解指導について、初級から中級レベルまで、いずれの段階の学習者でも読む目的に
応じて多様な読み方ができるようになる活動や、それを取り入れた授業の進め方につ
いて考える。

700円

24233 国際交流基金　日本語教
授法シリーズ第9巻　初級を教
える

国際交流基金 ㈱ひつじ書房 2007.3.31 78 初級の学習者に身につけさせたい能力とは何かを考え、その能力を育てる授業実践の
ために、目標の設定、学習項目の分析、授業の組み立てなど、ポイントを1つ1つ丁寧に
見直していき、各自の教育現場への応用を具体的に考える。

700円

24234 ＮＡＦＬ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　日本語
教師養成通信講座　1　外国語
教育としての日本語教育

奥田　邦男
奥田　久子

㈱アルク 1991年12月 98 通信教育教材、日本語教育概論。 非売品

24351 外国人と対話しよう！
　にほんごボランティア手帖
すぐに使える活動ネタ集

吉田　聖子 ㈱凡人社 2011.4.15 137 日本語のテキストではなく、それに代わる「対話中心の活動」をつくる手引き書です。30
を超えるトピックに沿った活動例とそこで活用するためのツールが掲載されています。

1,400円

24354 はたらくひとのにほんご
　【仕事編：日本語／中国語
版】

㈶海外職業
訓練協会　編

㈶海外職業訓
練協会

2003年3月 104 外国人研修生用に作成。仕事編は機能別（確認・手順・報告・位置・謝罪・禁止など）9
ユニット、介護編5場面、資料としてイラスト付きの分野別の語彙集を収録。各国語版、
及び「生活編」と「仕事編」がある。

2,625円

24356 新完全マスター漢字　日本
語能力試験N1

石井怜子　代表㈱スリーエー
ネットワーク

2010.10.12 197 『完全マスター漢字日本語能力試験1級レベル』の改訂版。学習する漢字と漢字の言葉
の範囲を見直して、新たにいくつかの語と漢字の読み方を加えた。N2と合わせて使用
すると効果あり。

1,200円 別冊付



成人学習者向け教材

ナンバー タイトル 著者 発行・出版元 出版年月日 ページ数 内容・概要 購入価格 備考
24357 新完全マスター語彙

日本語能力試験N1
伊能裕晃、
本田ゆかり、
来栖里美、前
坊香菜子、阿
保きみ枝、宮
田公治

㈱スリーエー
ネットワーク

2011.6.20 184 実力養成編と模擬試験から構成されている。実力養成編は話題別、性質別に言葉が
学べるようになっている。

1,200円 別冊付

24358 新完全マスター聴解
日本語能力試験N1

中村かおり、
福島佐知、友
松悦子

㈱スリーエー
ネットワーク

2011.5.27 89 日本語能力試験N1の形式別に一つずつ身につけられるようにまとめたもの。「問題紹
介」で、問題の形式とその解法を概観する。次に「実力養成編」で、問題形式別に、必要
なスキルを身につけるための学習をし、最後に「模擬試験」で、実際の試験と同じ形式
の問題を解いてみることによって、どのくらい力がついたかを確認するような構成になっ
ている。

1,600円 別冊及び
CD2枚付

24359 新完全マスター文法
日本語能力試験N1

友松悦子、
福島佐知、中
村かおり

㈱スリーエー
ネットワーク

2011.6.20 180 日本語能力試験N1の対策用。「問題紹介」で、問題の形式とその解法を概観する。次
に「実力養成編」で、三つの問題形式別に、必要な言語知識を身につけるための学習
をし、最後に「模擬試験」で、実際の試験と同じ形式の問題を解いてみることによって、
どのくらい力がついたかを確認するような構成になっている。

1,200円 別冊付

24360 新完全マスター読解
日本語能力試験N1

福岡理恵子、
清水知子、初
鹿野阿れ、中
村則子、田代
ひとみ

㈱スリーエー
ネットワーク

2011.8.23 207 日本語能力試験N1の対策用。「実力養成編」3部と「模擬試験」で構成されている。実際
の試験と同じ形式の問題を解いてみることによって、どのくらい力がついたかを確認す
る構成になっている。

1,400円 別冊付

21023-3 日本語教育ブックレット８
　作文教育における日本語教
師と大学専門教員との協力の
ために

（独）国立国語
研究所

（独）国立国語
研究所

2005. 3.31 47 留学生の文章能力能力の向上について研修会の内容を再編集。作文教育において日
本語教員と大学専門教員それぞれの視点の違いを明らかにし、協力して指導に当たる
実践例を紹介。

非売品

24361 新完全マスター漢字
日本語能力試験N2

石井怜子
代表著者

㈱スリーエー
ネットワーク

2010.10.20 121 『完全マスター漢字日本語能力試験2級レベル』の改訂版。2級漢字をN2レベルとしてい
るがさらに旧1級漢字の中で使用頻度が高く基本的な語を構成する28字をN2レベルと
している。漢字の知識をより応用の利くものにするための練習を加えている。

1,400円 別冊１・２
付、
CD1枚付

24362 新完全マスター聴解
日本語能力試験N2

中村かおり、
福島佐知、友
松悦子

㈱スリーエー
ネットワーク

2011.6.8 103 日本語能力試験N2の対策用。「問題紹介」で、問題の形式とその解法を概観します。次
に「実力養成編」で、問題形式別に、必要なスキルを身につけるための学習をし、最後
に「模擬試験」で、実際の試験と同じ形式の問題を解いてみることによって、どのくらい
力がついたかを確認するような構成になっている。

1,600円 別冊付、
CD2枚付

24299 多文化共生時代の日本語
教育　日本語の効果的な教え
方・学び方

縫部　義憲 瀝々社 平成17.3.25 178 地域の日本語教室などで使える実践方法（音声・文字・文型・聴解会話・読解の指導方
法）やコミュニケーション態度を紹介。

1,800円

24301 韓国語から見えてくる日本
語　～韓流日本語鍛錬法～

松本　　隆 ㈱スリーエー
ネットワーク

2008.2.1 108 韓国語と日本語の共通点や違いについて書かれていてる。韓国語を鏡にして日本語の
特徴を説明していく。

1,000円

24363 新完全マスター文法　日本
語能力試験N2

友松悦子、福
島佐知、
中村かおり

㈱スリーエー
ネットワーク

2011.7.20 211 日本語能力試験N2の対策用。「問題紹介」で、問題の形式とその解法を概観します。次
に「実力養成編」で、三つの問題形式別に、必要な言語知識を身につけるための学習
をし、最後に「模擬試験」で、実際の試験と同じ形式の問題を解いてみることによって、
どのくらい力がついたかを確認するような構成になっている。

1,200円 別冊付

24364 新完全マスター読解　日本
語能力試験N2

田代ひとみ、
中村則子、
初鹿野阿れ、
清水知子、福
岡理恵子

㈱スリーエー
ネットワーク

2011.8.23 197 日本語能力試験N2の対策用。「実力養成編」3部と「模擬試験」で構成されている。実際
の試験と同じ形式の問題を解いてみることによって、どのくらい力がついたかを確認す
るような構成になっている。

1,400円 別冊付

24365 「日本語能力試験」対策
　日本語総まとめ　N3漢字

佐々木仁子、
松本紀子

㈱アスク出版 2010.4.10 115 日本語能力試験N3の対策用。
英語、中国語、韓国語の翻訳付。

1,200円 別冊付

24366 「日本語能力試験」対策
日本語総まとめ　N3語彙

佐々木仁子、
松本紀子

㈱アスク出版 2010.3.20 115 日本語能力試験N3の対策用。
英語、中国語、韓国語の翻訳付。

1,200円 別冊付

24367 「日本語能力試験」対策
　日本語総まとめ　N3読解

佐々木仁子、
松本紀子

㈱アスク出版 2010.10.31 106 日本語能力試験N3の対策用。
英語、中国語、韓国語の翻訳付。

1,200円 別冊付

24368 「日本語能力試験」対策
　日本語総まとめ　N3文法

佐々木仁子、
松本紀子

㈱アスク出版 2010.3.20 111 日本語能力試験N3の対策用。
英語、中国語、韓国語の翻訳付。

1,200円 別冊付

24369 新試験対応　日本語能力
試験N4　予想問題集

青山　豊、
青山美佳

国書刊行会 2010.7.20 133 2009年7月に改訂内容をまとめ公表された「新しい『日本語能力試験』ガイドブック」と
「新しい『日本語能力試験』問題例集」をもとに、どのような問題が考えられるのか、試
みに作成したもの。
「言語知識（文字・語彙）」、「言語知識（文法）・読解」、「聴解」の3部構成になっている。

1,400円 CD1枚付

24370 実力アップ！日本語能力
試験N5読む（文字・語彙・文
法）改訂版

星野恵子、
松本節子

㈱ユニコム 2010.4.25 205 文字（漢字）、ことば、文法、だいじな言い方、会話の表現から構成されている。読解と
聴解以外のN5レベルの勉強ができる。

1,900円

24372 富士でくらす人の楽しい日
本語　～だれでも使えるやさし
い日常会話を一緒に～

富士にほんご
の会

富士にほんご
の会

2011.7.1 107 富士市でより快適に生活が送れるよう、地元の地名や情報がたくさん盛り込まれている
テキスト。会話、例文、Q＆A、練習、語彙表で構成されている。入手希望の方は富士市
国際交流ラウンジ（ＦＩＬＳ)冨田さんへ連絡。TEL.0545-64-6400

500円

24373 富士でくらす人の楽しい
日本語　～だれでも使えるやさ
しい日常会話を一緒に～

富士にほんご
の会

富士にほんご
の会

2011.7.1 107 同上 500円

24374 富士でくらす人の楽しい
日本語　～だれでも使えるやさ
しい日常会話を一緒に～

富士にほんご
の会

富士にほんご
の会

2011.7.1 107 同上 500円

24375 にほんご　これだけ！２ 庵　功雄　監修 ㈱ココ出版 2011.10.1 103 対話型を重視したコミュニケーション活動により日本語を身につけることを目的としてい
る。

1,200円 下敷き1枚
付（B4）

24371 日本語能力試験N5予想
問題集

青山　豊、
青山美佳

国書刊行会 2011.2.20 96 2009年7月に改訂内容をまとめ公表された「新しい『日本語能力試験』ガイドブック」と
「新しい『日本語能力試験』問題例集」などの情報をもとに、どのような問題が考えられ
るのか作成したもの。文字・語彙・文法・読解・聴解から構成されている。

1,400円 別冊、CD1
枚付

24380 みんなの日本語　初級Ⅱ
本冊

㈱スリーエー
ネットワーク

㈱スリーエー
ネットワーク

1998.6.25 247 初級後半レベル。各国語版の翻訳・解説書、4技能のためのそれぞれの教材、カード・
DVDなどの視覚・聴覚教材がそろっている。

2,500円 別冊あり
（問題のス
クリプト・答
え復習の
答え）

24382 にほんごこれだけ！　１ 庵　功雄　監修 ㈱ココ出版 2010.5.21 95 トピックシラバスで構成、おしゃべり活動の中で、初級文型を繰り返し学ぶことができ
る。初級学習者と地域の日本語支援者向けのテキスト。
サポートサイトに活動例の動画もある。http://www.cocopb.com/koredake/

1,000円 下敷き1枚
付（B4）

24383 にほんごこれだけ！　２ 庵　功雄　監修 ㈱ココ出版 2011.10.1 103 対話型を重視したコミュニケーション活動により日本語を身につけることを目的としてい
る。

1,200円 下敷き1枚
付（B4）

24385 みんなの日本語　初級Ⅰ本冊 ㈱スリーエー
ネットワーク

㈱スリーエー
ネットワーク

2011.2.28 244 初級前期の教科書、多様な学習者に対応。各国語版の翻訳・解説書、4技能のための
それぞれの教材、カード・DVDなどの視覚・聴覚教材がそろっている。

2,500円

24386 みんなの日本語　初級Ⅰ本冊 ㈱スリーエー
ネットワーク

㈱スリーエー
ネットワーク

2011.2.28 244 一般成人を対象、基本的な文型をやさしいものから難しいものへと積み上げ、聞くこと、
話すことを中心に学習し、日常生活の生活場面で簡単な会話ができるようになる。学習
の積み上げが成し得る基礎力を養成する。各国語版の翻訳・文法解説書、その他の読
み物、漢字練習などの副教材も充実している。

2,500円

21005 初めての日本語教育
「基本用語事典」

高見澤孟監修 （株）アスク 2001. 1.15 274 日本語教育に全く携わったことのない人のために、教授法、文法、言語学などの日本
語教育の基本となる用語をわかりやすく解説された入門書。2004年には『新・』が出版
されている。

2,500円



年少者向け教材

ナンバー タイトル 著者 発行・出版元 出版年月日ページ数 内容・概要 購入価格
21008 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」

佐藤群衛、斉藤ひ
ろみ、高木光太郎

（株）スリーエー
ネットワーク

2005. 4.20 173 JSL（第二言語としての日本語教育）カリキュラムは、学校現場での教科志向型
の日本語教育で、本書はその考え方と具体的方向性を解説。

1,500円

21009 外国人児童の「教科と日本語」
シリーズ・小学校JSL国語科の授
業作り

今澤　悌、斉藤ひろ
み、池上摩希子

（株）スリーエー
ネットワーク

2005.10.20 157 国語科の授業でのJSLカリキュラムの考え方と実践的な
活動例の紹介し、授業を作るためのリソースとして、授業計画、授業案、授業作り
のヒント、ワークシートなどを提供。

1,800円

21010 外国人児童の「教科と日本語」
シリーズ・小学校JSL算数科の授
業作り

池上摩希子 （株）スリーエー
ネットワーク

2005. 4.20 136 算数科の授業でのJSLカリキュラムの考え方と実践的な
活動例の紹介し、授業を作るためのリソースとして、授業計画、授業案、授業作り
のヒント、ワークシートなどを提供。

1,800円

21011 外国人児童の「教科と日本語」
シリーズ・小学校JSL理科の授業
作り

大蔵守久 （株）スリーエー
ネットワーク

2005. 4.20 129 理科の授業でのJSLカリキュラムの考え方と実践的な
活動例の紹介し、授業を作るためのリソースとして、授業計画、授業案、授業作り
のヒント、ワークシートなどを提供。

1,800円

21012 外国人児童の「教科と日本語」
シリーズ・小学校JSL社会科の授
業作り

斉藤ひろみ （株）スリーエー
ネットワーク

2005. 4.20 150 社会科の授業でのJSLカリキュラムの考え方と実践的な
活動例の紹介し、授業を作るためのリソースとして、授業計画、授業案、授業作り
のヒント、ワークシートなどを提供。

1,800円

21016 かんじ　だいすき（一）
～日本語をまなぶ世界の子ども
のために～

(公社）国際日本語
普及協会（AJALT)

2004. 3. 1 102 外国人児童生徒が漢字を勉強するための入門教材。日本語を母語としない児童
が漢字を無理なく効果的に学べるようにイラスト付き、子どもの身近な語彙から
導入されている。

1,200円

21030 見て・きいて・わかる　横山さん
の日本語　　全７巻

横山信子 (株)日本語教育セン
ター

1989. 1. 1 105 子ども向けの日本語学習教科書。 18,000円

21032 ひろこさんの　たのしいにほんご１
　絵カード

根本　牧・屋代瑛子 (株)凡人社 1991 「ひろこさんのたのしいにほんご１」の学習に対応した絵
カード。動詞、名詞、形容詞のほか、挨拶、場面など。CD-ROM版も出ている。

13,000円

22002 小学生の社会　ポルトガル語
翻訳版

日本文教出版
編修部

日本文教出版(株) 2006. 3.20 68 日本文教出版「小学校の社会」3年生～4年生の教科書をポルトガル語に翻訳し
た教材。子どもたちにとって内容理解が難しい教科の一つである社会科の特に
重要だと思われる内容を選んであり、保護者が読むことも視野に入れた教材。

525円

24020 日本語教室　はまっこ NPO法人浜松外国人子ども教育支援協会 2008年3月 107 外国人児童生徒の日本語初期支援のテキスト。初級の文型を積み重ねながら、
学校生活場面での表現や語彙を身につける。地域に偏重した内容ではないの
で、どこでも使える。

非売品

24060 かんじ　だいすき　～社会・理科編～関口明子・高石久
美
子・蓼沼のり子・金
早苗

(公社）国際日本語
普及協会（AJALT)

2010.7.1 160 社会と理科に出てくる専門用語（漢字語彙）を体系的に習得るためのテキスト。国
語・算数編もある。

2,000円

24064 Ａｎｇ　Ｋａｎｊｉ　ａｙ　Ｋａｉｂｉｇａｎ　80
Ｋａｎｊｉｓ　１年生配当漢字　在日
フィリピン人児童用

東京外国語大学
多言語・多文化教
育研究センター

2010.11.1 127 在日外国人児童の教科学習支援のための教材。イラストが多く、漢字が苦手な
子どもが学年配当漢字を楽しく勉強できるように工夫されている教材。使い方、
目次、リストがタガログ語。教材は東京外国語大学のHPからダウンロードできる。
http://www.tufs.ac.jp/common/mlmc/kyouzai/philippines/kanji/index.html

非売品

24065 Meu Amigo Kanji 80　Ｋａｎｊｉｓ
１年生配当漢字　在日ブラジル人
児童用

東京外国語大学
多言語・多文化教
育研究センター

2010.11.1 129 在日外国人児童の教科学習支援のための教材。イラストが多く、漢字が苦手な
子どもが学年配当漢字を楽しく勉強できるように工夫されている教材。使い方、
目次、リストがポルトガル語。教材は東京外国語大学のHPからダウンロードでき
る。http://www.tufs.ac.jp/common/mlmc/kyouzai/brazil/kanji/index.html

非売品

24066 Mi Amigo Kanji　　８０Ｋａｎｊｉｓ
１年生配当漢字　南米ｽﾍﾟｲﾝ語圏
出身児童用

東京外国語大学
多言語・多文化教
育研究センター

2010.11.1 128 在日外国人児童の教科学習支援のための教材。イラストが多く、漢字が苦手な
子どもが学年配当漢字を楽しく勉強できるように工夫されている教材。使い方、
目次、リストがスペイン語。教材は東京外国語大学のHPからダウンロードできる。
http://www.tufs.ac.jp/common/mlmc/kyouzai/southamerica/kanji/index.html

非売品

24069 イチからはじめる外国人の子ども
の教育

臼井　智美編 教育開発研究所 2009.12.15 207 日本語がわからない、学習についていけない、学校生活になじめない、友だちが
できない…外国人の子どもたちの様々なつまずきについて、子どもたちが抱える
多様な背景に目を向けながら、教師としての指導や支援のあり方を探る。授業実
践報告や指導の工夫の報告、巻末に外国人の子どもの教育に関わる関連用語
集が付いている。

2,000円

24070 イチからはじめる外国人の子ども
の教育

臼井　智美編 教育開発研究所 2009.12.15 207 日本語がわからない、学習についていけない、学校生活になじめない、友だちが
できない…外国人の子どもたちの様々なつまずきについて、子どもたちが抱える
多様な背景に目を向けながら、教師としての指導や支援のあり方を探る。授業実
践報告や指導の工夫の報告、巻末に外国人の子どもの教育に関わる関連用語
集が付いている。

2,000円

24071 Mi Amigo Kanji　　８０Ｋａｎｊｉｓ
１年生配当漢字　南米ｽﾍﾟｲﾝ語圏
出身児童用

東京外国語大学
多言語・多文化教
育研究センター

2010.11.1 128 在日外国人児童の教科学習支援のための教材。イラストが多く、漢字が苦手な
子どもが学年配当漢字を楽しく勉強できるように工夫されている。使い方、目次、
リストがスペイン語。教材は東京外国語大学のHPからダウンロードできるように
なっている。
http://www.tufs.ac.jp/common/mlmc/kyouzai/southamerica/kanji/index.html

非売品

24072 Mi Amigo Kanji　１６０Ｋａｎｊｉｓ
２年生配当漢字　南米ｽﾍﾟｲﾝ語圏
出身児童用

東京外国語大学
多言語・多文化教
育研究センター

2010.11.1 225 在日外国人児童の教科学習支援のための教材。イラストが多く、漢字が苦手な
子どもが学年配当漢字を楽しく勉強できるように工夫されている。使い方、目次、
リストがスペイン語。教材は東京外国語大学のHPからダウンロードできるように
なっている。
http://www.tufs.ac.jp/common/mlmc/kyouzai/southamerica/kanji/2nen.html

非売品



年少者向け教材

ナンバー タイトル 著者 発行・出版元 出版年月日ページ数 内容・概要 購入価格
24073 Mi Amigo Kanji　２００Ｋａｎｊｉｓ

３年生配当漢字　南米ｽﾍﾟｲﾝ語圏
出身児童用

東京外国語大学
多言語・多文化教
育研究センター

2010.11.1 239 在日外国人児童の教科学習支援のための教材。イラストが多く、漢字が苦手な
子どもが学年配当漢字を楽しく勉強できるように工夫されている。使い方、目次、
リストがスペイン語。教材は東京外国語大学のHPからダウンロードできるように
なっている。
http://www.tufs.ac.jp/common/mlmc/kyouzai/southamerica/kanji/3nen.html

非売品

24074 Meu Amigo Kanji １６０Ｋａｎｊｉｓ
２年生配当漢字　在日ブラジル人
児童用

東京外国語大学
多言語・多文化教
育研究センター

2010.11.1 226 在日外国人児童の教科学習支援のための教材。イラストが多く、漢字が苦手な
子どもが学年配当漢字を楽しく勉強できるように工夫されている。使い方、目次、
リストがポルトガル語。教材は東京外国語大学のHPからダウンロードできるよう
になっている。
http://www.tufs.ac.jp/common/mlmc/kyouzai/brazil/kanji/2nen.html

非売品

24075 Meu Amigo Kanji ２００Ｋａｎｊｉｓ
３年生配当漢字　在日ブラジル人
児童用

東京外国語大学
多言語・多文化教
育研究センター

2010.11.1 240 在日外国人児童の教科学習支援のための教材。イラストが多く、漢字が苦手な
子どもが学年配当漢字を楽しく勉強できるように工夫されている。使い方、目次、
リストがポルトガル語。教材は東京外国語大学のHPからダウンロードできるよう
になっている。
http://www.tufs.ac.jp/common/mlmc/kyouzai/brazil/kanji/3nen.html

非売品

24076 Ａｎｇ　Ｋａｎｊｉ　ａｙ　Ｋａｉｂｉｇａｎ
１６０Ｋａｎｊｉｓ　２年生配当漢字　在
日フィリピン人児童用

東京外国語大学
多言語・多文化教
育研究センター

2010.11.1 224 在日外国人児童の教科学習支援のための教材。イラストが多く、漢字が苦手な
子どもが学年配当漢字を楽しく勉強できるように工夫されている。使い方、目次、
リストがタガログ語。教材は東京外国語大学のHPからダウンロードできるように
なっている。
http://www.tufs.ac.jp/common/mlmc/kyouzai/philippines/kanji/2nen.html

非売品

24077 Ａｎｇ　Ｋａｎｊｉ　ａｙ　Ｋａｉｂｉｇａｎ
２００Ｋａｎｊｉｓ　３年生配当漢字　在
日フィリピン人児童用

東京外国語大学
多言語・多文化教
育研究センター

2010.11.1 237 在日外国人児童の教科学習支援のための教材。イラストが多く、漢字が苦手な
子どもが学年配当漢字を楽しく勉強できるように工夫されている。使い方、目次、
リストがタガログ語。教材は東京外国語大学のHPからダウンロードできるように
なっている。
http://www.tufs.ac.jp/common/mlmc/kyouzai/philippines/kanji/3nen.html

非売品

24078 はじめてのあいうえおトランプ 宮本雄一郎 太郎次郎社エディタス2008年 トランプと50音のカード。イラストがかわいらしく子供向き。 2,000円

24082 子どもといっしょに！
日本語授業おもしろネタ集

池上摩希子・
大蔵守久

㈱凡人社 2010.10.20 100 子どもが、飽きないで楽しみながら日本語を習得できるように、楽しい教材や活
動を紹介。教室向けだが、個人レッスンでも工夫して使えるネタが多い。

1,000円

24083 子どもといっしょに！
日本語授業おもしろネタ集２

大蔵守久・
池上摩希子

㈱凡人社 2005.9.30 110 子どもが、飽きないで楽しみながら日本語を習得できるように、楽しい教材や活
動を紹介。教室向けだが、個人レッスンでも工夫して使えるネタが多い。

1,100円

24084 かんじ　だいすき
～社会・理科編～

関口明子・
高石久美子・蓼沼
のり子・金早苗

AJALT 2010.7.1 160 社会と理科に出てくる専門用語（漢字語彙）を体系的に習得するためのテキスト。
中学校での理科社会学習への橋渡し。

2,000円

24085 外国からの子どもたちと共に
改訂版

井上　惠子 ㈱本の泉社 2009.10.1 127 「外国人児童生徒」「日本国籍をもっているものの来日したばかりで日本語がわ
からない生徒」を日本の学校で受け入れるための、手引き書。「受入・適応」「日
本語指導」「国際理解」の内容で受け入れにあたって想定される事柄について対
応が具体的な資料や、教材とともに書かれている。

1,500円

24089 外国人児童・生徒を教えるための
リライト教材

光本　聰江
岡本　淑明

ふくろう出版 2006.3.20 225 国語教科書から選んだ作品を3レベルにリライト。内容理解、文型や漢字の習得
を助ける。

1,500円

24090 かんじ　だいすき（一）
　～日本語をまなぶ世界の子ども
のために～

(公社）国際日本語
普及協会（AJALT)

同左 2004.3.1 1年生配当漢字を、分野(生活場面・体系)別に配置しなおし、絵でその漢字の意
味がわかるように工夫され、楽しくわかりやすく漢字を学習できる。JSLカード。

2,000円

24091 かんじ　だいすき（二）
～日本語をまなぶ世界の子ども
のために～

(公社）国際日本語
普及協会（AJALT)

同左 2004.6.25 2年生配当漢字を、分野(生活場面・体系)別に配置しなおし、絵でその漢字の意
味がわかるように工夫され、楽しくわかりやすく漢字を学習できる。JSLカード。

2,940円

24092 かんじ　だいすき（三）
～日本語をまなぶ世界の子ども
のために～

(公社）国際日本語
普及協会（AJALT)

同左 2004.9.1 3年生配当漢字を、分野(生活場面・体系)別に配置しなおし、絵でその漢字の意
味がわかるように工夫され、楽しくわかりやすく漢字を学習できる。JSLカード。

2,940円

24093 かんじ　だいすき（四）
～日本語をまなぶ世界の子ども
のために～

(公社）国際日本語
普及協会（AJALT)

同左 2003.11.30 4年生配当漢字を、分野(生活場面・体系)別に配置しなおし、絵でその漢字の意
味がわかるように工夫され、楽しくわかりやすく漢字を学習できる。JSLカード。

2,940円

24094 日本語学級Ⅰ
－初級必修の語彙と文字－

波多野ファミリ
スクール大蔵守久

㈱凡人社 2008.2.29 199 学校生活ですぐ必要な語彙や文字を楽しく学べる。来日初期必修の語彙と文字
の二部構成になっているので一冊で同時進行できる。ユーモアをまじえてイラスト
を活用し、日本語を直感で理解させる工夫がしてある。

1,800円

24095 日本語学級Ⅱ
－基本文型の徹底整理－

波多野ファミリ
スクール大蔵守久

㈱凡人社 2008.10.20 194 来日半年以内に習得させたい文型と文法を無駄なく学べる。豊富なイラストは
ユーモアと説得力あふれる傑作ぞろい。

1,900円

24096 日本語学級Ⅲ
－足し算・引き算　日本語クリアー
－

波多野ファミリ
スクール大蔵守久

㈱凡人社 2000.6.20 158 小学校1年生から3年生の足し算・引き算を段階的に学ぶ。豊富なイラストが難し
い概念をわかりやすくしている。算数で使う日本語を楽しく理解できる。

1,600円

24100 かんじ　だいすき（一）
～日本語をまなぶ世界の子ども
のために～

(公社）国際日本語
普及協会（AJALT)

同左 2004.3.1 102 1年生配当漢字を、分野(生活場面・体系)別に配置しなおし、絵でその漢字の意
味がわかるように工夫され、楽しくわかりやすく漢字を学習できる。

1,200円

24101 かんじ　だいすき（二）
～日本語をまなぶ世界の子ども
のために～

(公社）国際日本語
普及協会（AJALT)

同左 2000.10.1 197 2年生配当漢字を、分野(生活場面・体系)別に配置しなおし、絵でその漢字の意
味がわかるように工夫され、楽しくわかりやすく漢字を学習できる。

1,500円
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24102 かんじ　だいすき（二）

～日本語をまなぶ世界の子ども
のために～

(公社）国際日本語
普及協会（AJALT)

同左 2004.9.1 197 2年生配当漢字を、分野(生活場面・体系)別に配置しなおし、絵でその漢字の意
味がわかるように工夫され、楽しくわかりやすく漢字を学習できる。

1,500円

24103 かんじ　だいすき（三）
～日本語をまなぶ世界の子ども
のために～

(公社）国際日本語
普及協会（AJALT)

同左 2002.3.31 192 3年生配当漢字を、分野(生活場面・体系)別に配置しなおし、絵でその漢字の意
味がわかるように工夫され、楽しくわかりやすく漢字を学習できる。

1,600円

24104 かんじ　だいすき（三）
～日本語をまなぶ世界の子ども
のために～

(公社）国際日本語
普及協会（AJALT)

同左 2002.3.31 192 3年生配当漢字を、分野(生活場面・体系)別に配置しなおし、絵でその漢字の意
味がわかるように工夫され、楽しくわかりやすく漢字を学習できる。

1,600円

24105 かんじ　だいすき（四）
～日本語をまなぶ世界の子ども
のために～

(公社）国際日本語
普及協会（AJALT)

同左 2003.10.31 202 4年生配当漢字を、分野(生活場面・体系)別に配置しなおし、絵でその漢字の意
味がわかるように工夫され、楽しくわかりやすく漢字を学習できる。

2,100円

24106 かんじ　だいすき（四）
～日本語をまなぶ世界の子ども
のために～

(公社）国際日本語
普及協会（AJALT)

同左 2003.10.31 202 4年生配当漢字を、分野(生活場面・体系)別に配置しなおし、絵でその漢字の意
味がわかるように工夫され、楽しくわかりやすく漢字を学習できる。

2,100円

24107 かんじ　だいすき（五）
～日本語をまなぶ世界の子ども
のために～

(公社）国際日本語
普及協会（AJALT)

同左 2005.2.1 191 5年生配当漢字を、分野(生活場面・体系)別に配置しなおし、絵でその漢字の意
味がわかるように工夫され、楽しくわかりやすく漢字を学習できる。

2,100円

24108 かんじ　だいすき（五）
～日本語をまなぶ世界の子ども
のために～

(公社）国際日本語
普及協会（AJALT)

同左 2005.2.1 191 5年生配当漢字を、分野(生活場面・体系)別に配置しなおし、絵でその漢字の意
味がわかるように工夫され、楽しくわかりやすく漢字を学習できる。

2,100円

24109 かんじ　だいすき（五）
～日本語をまなぶ世界の子ども
のために～

(公社）国際日本語
普及協会（AJALT)

同左 2005.6.30 5年生配当漢字を、分野(生活場面・体系)別に配置しなおし、絵でその漢字の意
味がわかるように工夫され、楽しくわかりやすく漢字を学習できる。JSLカード。

2,940円

24110 かんじ　だいすき（六）
～日本語をまなぶ世界の子ども
のために～

(公社）国際日本語
普及協会（AJALT)

同左 2006.4.1 197 6年生配当漢字を、分野(生活場面・体系)別に配置しなおし、絵でその漢字の意
味がわかるように工夫され、楽しくわかりやすく漢字を学習できる。

2,100円

24111 かんじ　だいすき（六）
～日本語をまなぶ世界の子ども
のために～

(公社）国際日本語
普及協会（AJALT)

同左 2007.2.28 6年生配当漢字を、分野(生活場面・体系)別に配置しなおし、絵でその漢字の意
味がわかるように工夫され、楽しくわかりやすく漢字を学習できる。JSLカード。

2,940円

24128 日本語指導教材　にほんごを
まなぼう　教師用指導書

文部省 ㈱ぎょうせい 平成4.9.1 350 当時の文部省が外国人児童生徒ができるだけ早く日本の学校生活に適応できる
ことを願い作成した、日本語による日本語教材「にほんごをまなぼう」の教師用指
導書。

2,700円

24129 ひろこさんの　たのしいにほんご　１根本　牧・屋代瑛子 ㈱凡人社 2001.8.10 162 子ども向け、イラストが豊富な教科書。９才の女の子「ひろこ」の生活を通して、楽
しみながら日本語を学習できるようにつくられている。日本語のきまりを指導する
上では中学生にも利用できる教材。挨拶から始まって、「～は～です」、動詞文、
形容詞文、「～は～が構文」「てください」「ています」等に進み、「ないでください」、
可能の文へと発展し、最後に普通体の文を学ぶ。日本語を母国語としない６歳の
児童にも負担とならないように学習を進めることができる。ひらがな、かたかな、
漢字も文型と同時に学習できるようになっている。

1,800円

24130 ひろこさんの　たのしいにほんご　１屋代瑛子・遠藤宏子 ㈱凡人社 2001.9.10 174 『ひろこさんの　たのしいにほんご１』の教師用指導書 2,500円

24131 ひろこさんの　たのしいにほんご　２根本　牧・屋代瑛
子・
永田行子

㈱凡人社 1998.3.20 168 「ひろこさんのたのしいにほんご 1」の続編。日常生活の自然な場面が多く出てき
て、 より豊かで自然な日本語を表現する力をつけることができる。 この本を修了
すると、いわゆる日本語の初級文型をほぼ学習したことになる。

1,800円

24132 ひろこさんの　たのしいにほんご　１根本　牧・屋代瑛子 ㈱凡人社 1999.6.20 146 「ひろこさんのたのしいにほんご１」に準拠した文字の練習帳。 1,500円

24133 ひろこさんの　たのしいにほんご　１根本　牧・屋代瑛子 ㈱凡人社 1999.8.10 74 「ひろこさんのたのしいにほんご１」に準拠した文型練習帳。 1,200円

24134 ひろこさんの　たのしいにほんご　２根本　牧・屋代瑛子 ㈱凡人社 2000.3.31 204 「ひろこさんのたのしいにほんご２」に準拠した漢字と文型の練習帳。 1,800円

24146 教科書を作ろう　中等教育向け
初級日本語素材集　（改訂版）れ
んしゅう編１

国際交流基金 同左 2001.6.10 286 国際交流基金日本語国際センターが、海外における日本語教育への支援の一
つとして開発した初級日本語素材集。海外で日本語を勉強する中等教育段階の
学習者向け教材を作成するときの参考となるように制作されている。下記のHPか
らダウンロードできる。
http://www.jpf.go.jp/j/urawa/j_rsorcs/jrs_04.html

非売品

24147 教科書を作ろう　中等教育向け
初級日本語素材集　（改訂版）れ
んしゅう編１カセット

国際交流基金 同左 2002.3.20 国際交流基金日本語国際センターが、海外における日本語教育への支援の一
つとして開発した初級日本語素材集。海外で日本語を勉強する中等教育段階の
学習者向け教材を作成するときの参考となるように制作されている。「れんしゅう」
「せつめい」「カセット」で1セット。

非売品

24148 教科書を作ろう　中等教育向け
初級日本語素材集　（改訂版）れ
んしゅう編２

国際交流基金 同左 2002.3.20 268 国際交流基金日本語国際センターが、海外における日本語教育への支援の一
つとして開発した初級日本語素材集。海外で日本語を勉強する中等教育段階の
学習者向け教材を作成するときの参考となるように制作されている。「れんしゅう」
「せつめい」「カセット」で1セット。下記のHPからダウンロードできる。
http://www.jpf.go.jp/j/urawa/j_rsorcs/jrs_04.html

非売品
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24149 教科書を作ろう　中等教育向け

初級日本語素材集　（改訂版）れ
んしゅう編２

国際交流基金 同左 2002.3.20 268 国際交流基金日本語国際センターが、海外における日本語教育への支援の一
つとして開発した初級日本語素材集。海外で日本語を勉強する中等教育段階の
学習者向け教材を作成するときの参考となるように制作されている。「れんしゅう」
「せつめい」「カセット」で1セット。下記のHPからダウンロードできる。
http://www.jpf.go.jp/j/urawa/j_rsorcs/jrs_04.html

非売品

24150 教科書を作ろう　中等教育向け
初級日本語素材集　（改訂版）れ
んしゅう編２カセット

国際交流基金 同左 2002.3.20 国際交流基金日本語国際センターが、海外における日本語教育への支援の一
つとして開発した初級日本語素材集。海外で日本語を勉強する中等教育段階の
学習者向け教材を作成するときの参考となるように制作されている。「れんしゅう」
「せつめい」「カセット」で1セット。

非売品

24151 教科書を作ろう　中等教育向け
初級日本語素材集　（改訂版）せ
つめい編

国際交流基金 同左 2001.6.10 293 国際交流基金日本語国際センターが、海外における日本語教育への支援の一
つとして開発した初級日本語素材集。海外で日本語を勉強する中等教育段階の
学習者向け教材を作成するときの参考となるように制作されている。「れんしゅう」
「せつめい」「カセット」で1セット。下記のHPからダウンロードできる。
http://www.jpf.go.jp/j/urawa/j_rsorcs/jrs_04.html

非売品

24152 教科書を作ろう　中等教育向け
初級日本語素材集　（改訂版）せ
つめい編

国際交流基金 同左 2001.6.10 293 国際交流基金日本語国際センターが、海外における日本語教育への支援の一
つとして開発した初級日本語素材集。海外で日本語を勉強する中等教育段階の
学習者向け教材を作成するときの参考となるように制作されている。「れんしゅう」
「せつめい」「カセット」で1セット。下記のHPからダウンロードできる。
http://www.jpf.go.jp/j/urawa/j_rsorcs/jrs_04.html

非売品

24153 続　教科書を作ろう　中等教育向
け
初級日本語素材集　れんしゅう編

国際交流基金 同左 2001.5.30 268 国際交流基金日本語国際センターが、海外における日本語教育への支援の一
つとして開発した初級日本語素材集。海外で日本語を勉強する中等教育段階の
学習者向け教材を作成するときの参考となるように制作されている。「れんしゅう」
「せつめい」「カセット」で1セット。下記のHPからダウンロードできる。
http://www.jpf.go.jp/j/urawa/j_rsorcs/jrs_04.html

非売品

24154 続　教科書を作ろう　中等教育向
け初級日本語素材集　れんしゅう
編カセット

国際交流基金 同左 2001.5.30 国際交流基金日本語国際センターが、海外における日本語教育への支援の一
つとして開発した初級日本語素材集。海外で日本語を勉強する中等教育段階の
学習者向け教材を作成するときの参考となるように制作されている。「れんしゅう」
「せつめい」「カセット」で1セット。

非売品

24155 続　教科書を作ろう　中等教育向
け　初級日本語素材集　せつめい
編

国際交流基金 同左 2001.5.30 118 国際交流基金日本語国際センターが、海外における日本語教育への支援の一
つとして開発した初級日本語素材集。海外で日本語を勉強する中等教育段階の
学習者向け教材を作成するときの参考となるように制作されている。「れんしゅう」
「せつめい」「カセット」で1セット。下記のHPからダウンロードできる。
http://www.jpf.go.jp/j/urawa/j_rsorcs/jrs_04.html

非売品

24156 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　指導者用

東京外国語大学
多言語・多文化教
育研究センター

2008.7.27 148 在日外国人児童の教科学習支援の算数の教材が東京外国語大学のHPからダ
ウンロードできるようになっていて、本書はその指導者用。指導のヒント＆ポイント
によって効率的な指導方法の指示が掲載されている。算数を学ぶと同時に教科
内容理解に必要な最低限の日本語を学べる。
http://www.tufs.ac.jp/common/mlmc/kyouzai/brazil/sansuu/kakezan.html

非売品

24157 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　指導者用

東京外国語大学
多言語・多文化教
育研究センター

2008.7.27 148 在日外国人児童の教科学習支援の算数の教材が東京外国語大学のHPからダ
ウンロードできるようになっていて、本書はその指導者用。指導のヒント＆ポイント
によって効率的な指導方法の指示が掲載されている。算数を学ぶと同時に教科
内容理解に必要な最低限の日本語を学べる。
http://www.tufs.ac.jp/common/mlmc/kyouzai/brazil/sansuu/kakezan.html

非売品

24158 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　指導者用

東京外国語大学
多言語・多文化教
育研究センター

2008.8.31 205 在日外国人児童の教科学習支援の算数の教材が東京外国語大学のHPからダ
ウンロードできるようになっていて、本書はその指導者用。指導のヒント＆ポイント
によって効率的な指導方法の指示が掲載されている。算数を学ぶと同時に教科
内容理解に必要な最低限の日本語を学べる。
http://www.tufs.ac.jp/common/mlmc/kyouzai/brazil/sansuu/warizan.html

非売品

24159 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　指導者用

東京外国語大学
多言語・多文化教
育研究センター

2008.8.31 205 在日外国人児童の教科学習支援の算数の教材が東京外国語大学のHPからダ
ウンロードできるようになっていて、本書はその指導者用。指導のヒント＆ポイント
によって効率的な指導方法の指示が掲載されている。算数を学ぶと同時に教科
内容理解に必要な最低限の日本語を学べる。
http://www.tufs.ac.jp/common/mlmc/kyouzai/brazil/sansuu/warizan.html

非売品

24160 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

2007.10.2 275 少人数での活動向け、生徒同士・生徒と先生同士の双方向の豊富なコミュニケー
ションを促す活動が多い。文型の定着や4技能の使用を意識している。

2,500円

24161 こども　にほんご　宝島 池上摩希子・
尾関史・谷啓子・矢
崎満夫

㈱アスク出版 2009.4.10 103 日本語を勉強している子どもたちが、身近なトピックで「ことばの活動」ができるこ
とを目的とした。子どもたちが、「自分を表わす」手助けとなるように、33のトピック
から構成、「支援者のためのヒント」もあり、ワークシートを前にして、子どもと対話
をしながら、楽しく取り組めるようになっている。サポートサイトも参考。
http://www.nihongo-ask.jp/takarabune/

1,650円

24178 こどものにほんご1 西原　鈴子　監修 ㈱スリーエーネット
ワーク

2002.2.25 274 小学校の1学期の行事に沿って、読み書きに必要な文型を習得する。絵カード・
れんしゅうちょう別売日本の学校に転入した５年生のブラジル人の男の子が主人
公。書き込み式になっているので、書字指導にも使える。

2,000円

24179 こどものにほんご2 西原　鈴子　監修 ㈱スリーエーネット
ワーク

2002.11.18 302 小学校の２学期・3学期の行事に沿って、読み書きに必要な文型を習得する。絵
カード・れんしゅうちょう別売。

2,000円



年少者向け教材

ナンバー タイトル 著者 発行・出版元 出版年月日ページ数 内容・概要 購入価格
24188 空架ける虹　外国人児童生徒教

育の手引
静岡県教育委員会義務教育課 平成14年3月 80 静岡県教委作成、初期支援の手引書。県教委のHPからダウンロードできる。

https://www2.pref.shizuoka.jp/all/file_download2100.nsf/pages/026B8A42A6372
4644925738000417857

非売品

24189 ＯＮＥＳ支援手引き 静岡大学教育学部 静岡大学教育学部 2010年2月 29 静岡大学学生の日本語・教科支援グループONESの活動手引書。支援について
の心構え、レベル別の支援事例、取り出し・入り込み支援、外国人児童の母国の
事情等をまとめてある。

非売品

24192 日本語教室
はまっこれんしゅうちょう

NPO法人浜松外国
人子ども教育支援
協議会

NPO法人浜松外国
人子ども教育支援協
議会

2007年11月 40 外国人児童の日本語初期支援のテキスト「はまっこ」の副教材で、ひらがな・カタ
カナの書き込み式練習ノート。

非売品

24193 日本語教室　はまっこ NPO法人浜松外国
人子ども教育支援
協議会

NPO法人浜松外国
人子ども教育支援協
議会

2008年3月 107 外国人児童の日本語初期支援のテキスト。初級の文型を積み重ねながら、学校
生活場面での表現や語彙を身につける。地域に偏重した内容ではないので、どこ
でも使える。

非売品

24200 平成19年度'文化庁地域日本語教
育支援事業《教材作成》　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　他 地球っ子クラブ2000 2007.3.1 60 親子参加型日本語教室”地球っ子クラブ2000”が作成。外国にルーツを持つ子ど
もたたちが、自分の家族やボランティアスタッフとともに日本語や母語を使って楽
しみながら生きた言葉を学ぶための活動集。お菓子作り、工作、科学実験、人形
劇等の活動を通して、日本語を聞いたり話したりする。

非売品

24201 平成19年度文化庁地域日本語教
育支援事業《教材作成》　「だいす
き　にほんご」　～しがの　ともだち
と　いっしょに～

中川　良雄　監修 滋賀県教育委員会 平成20.3.31 58 外国人児童生徒の初期支援日本語教材。ひらがなの読み書き習得後、地域や
学校生活への適応、日本の生活習慣、滋賀の行事や名所の紹介などについて
楽しく学べるように工夫されている。付属のCDは、本テキストのPDFを収録。

非売品

24211 のびる　がくえん　ジュベニ－ル　1 28 児童生徒向け、学校生活の日本語教材。学校での挨拶や簡単な文型「～は～で
す」「あります／います」を使っての会話に慣れる。

非売品

24212 のびる　がくえん　たのしい　にほんご 60 濁音・拗音、動物・食べ物身近なものの名前、あいさつ。対訳はないが、イラスト
が多く、意味がわかりやすく、親しみが持てる。

非売品

24272 平成19年度　地域日本語教育支
援事業《教材作成》報告書

新潟市外国人児童
生徒用通信教育教
材作成実行委員会

2008.3.31 76 子どもの教科学習支援のための（独習可能な）教材を作成。ボランティアグルー
プの日本語指導員と大学生が数学・社会・英語・理科のプリント教材を作成。実
際の教材のほか、問題文に中国語訳をつけたり、教科の専門語に中国語対訳を
つけたり、簡単な日本語に直したり、分かち書きにしたり、振り仮名を振ったり、学
習に必要な日本語を同時に習得したりなど、「教材作成の留意点」が参考にな
る。

非売品

24273 第9回　外国人児童生徒教育
フォーラム子どもが見える、子ども
が変わる　－子どものつまずきを
解消していく教師と専門家との連
携－

東京学芸大学国際教育センター 2009.3.31 84 外国人児童の学校でのつまずきの要因について、日本語ができないということ以
外の、発達障害・学習障害、文化的相違、家族の問題を解消するために、担任教
師と専門家がどのような支援や連携をすべきかの講演記録。発表、質疑応答、
配布資料全て収録されている。

非売品

24292 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　編者

㈱くろしお出版 2010.12.1 213 小・中学校に、編入してくる外国人の子どもが増え、学校現場の教師たちは戸惑
うことも多いが、最低限の考え方と対応の仕方を周りの大人達が参考にできる本
として、一問一答形式でわかりやすく解説し、用語集が付いている。

1,600円

24350 かんじ　だいすき　～国語・算数編～関口明子・高石久
美子・蓼沼のり子・
金早苗

(公社）国際日本語
普及協会（AJALT)

2011.2.1 190 国語・算数に出てくる専門用語（漢字語彙）を体系的に習得するためのテキスト。
理科・社会編もある。

2,100円

24315 新版　みえこさんのにほんご (財)三重県国際交流財団 2007.10.31 139 児童向け、学校生活場面で、初級文型積み上げ教科書。「続」「教師用指導書」
「れんしゅうちょう」「絵カード」あり、本冊も含め、HPよりダウンロードできる。
http://www.pref.mie.lg.jp/gakokyo/hp/miekosan/

非売品

24378 日本語教室　はまっこ　改訂版 NPO法人浜松外国
人子ども教育支援
協会

浜松市教育委員会 2011.4 119 2007年に初級日本語教材「日本語教室　はまっこ」の内容等の見直しをはかり、
改訂版として発行したもの。本書は小学校中学年児童から中学生までを対象とし
た教材である。

非売品



地域日本語支援団体の作成教材

ナンバー タイトル 著者 発行・出版元 出版年月日 ページ数 内容・概要 購入価格
21014 やってみよう参加型学習/

日本語教室のための4つの手法～理
念と実践～

むさしの参加型学習実践研
究会

（株）スリーエー
ネットワーク

2005. 1.25 136 地域の日本語教室に「共育」と「参加型学習」の理念を導入し、その実
践例（部屋の四隅・フォトランゲージ・いいとこさがし・２頭のロバ）を交
流プログラムとして紹介。

1,200円

21028 日本語教材リスト　No．40
2010-2011

日本語教材リスト編集委員
会

（株）凡人社 2010.11.10 327 無料

24020 日本語教室　はまっこ NPO法人浜松外国人子ども
教育支援協会

同左 2008年3月 107 外国人児童の日本語初期支援のテキスト。初級の文型を積み重ねな
がら、学校生活場面での表現や語彙を身につける。地域に偏重した
内容ではないので、どこでも使える。入手希望者は作成団体へ問合
せ。

非売品

24021 らくらく導入・たのしく練習・すぐに話せ
る　　たのしい日本語

田辺典利子 Japanese
Language
Institute

2008.10.7 164 短時間の学習者が無理なく楽しく学習できるように、イラストによる導
入などの工夫がいっぱい。ALT、日本語研修生、企業研修生への教
育現場での試行錯誤の末に出来上がった導入のためのテキスト。入
手希望者は作成団体へ問合せ。

1,500円

24026 ようこそ清水へ　清水日本語
交流の会15周年記念教材

清水日本語交流の会 2005.5.9 55 授業や自宅での実際の会話をもとに、清水での生活に密着した話題
を取り上げたテキスト。書類や資料の写真が豊富。第5課は生活情
報。入手希望者は作成団体へ問合せ。

600円

24027 ようこそ清水へ　指導書・
文法資料

清水日本語交流の会 2006.5 96 『ようこそ清水へ』の教師用指導書。前半は各課の文型・語彙の整理
と指導ポイントの解説。後半の日本語文法資料では、ボランティア日
本語教育とは、日本語の特徴、日本語文法、敬語の解説がある。入
手希望者は作成団体へ問合せ。

600円

24028 ようこそ清水へ　学習用ドリル 清水日本語交流の会 2008.5.9 33 『ようこそ清水へ』の副教材、主として文型習得のための学習者用の
練習問題集。入手希望者は作成団体へ問合せ。

600円

24029 にほんご　こんにちは
　[かいわ]

(財)大阪市教育振興公社 2008.6 116 日本語を始めて学ぶ人たちを対象に、「地域の日本語教室への橋渡
し」として、必要度の高い生活場面が選ばれ、生きた日本語、使える日
本語を見つけられるようになっている。会話（ふりローマ字付）とそれに
応じた教室活動と復習・練習で構成。

550円

24030 にほんご　こんにちは
　[しりょうしゅう]

(財)大阪市教育振興公社 33 『にほんごこんにちは[かいわ]』の副教材。ひらがな、カタカナ表、あい
さつ、数、基本語彙（身近な物の名前、趣味、体の名称など）、助数
詞、時間、動詞・形容詞がイラスト付きでリストアップされている。

200円

24031 にほんご　こんにちは
[ことばノート]

(財)大阪市教育振興公社 58 『にほんごこんにちは[かいわ]』の本文の言葉や表現の英・中・韓・ス
ペイン語の訳。日本語にはふりローマ字つき。空欄には自分が分から
ない言葉を記入して整理し、自分の「ことばノート」を作る。

250円

24032 あいうえおで日本語
　[学習者用]

(財)大阪市教育振興公社 平成21年
2月

86 日本語が少し話せる人を対象にした、｢テーマ中心｣の日本語学習素
材。19のユニットは地域日本語教室の実情を反映し、大阪という地域
性も盛り込まれ、日本語を使って一緒に考えたり喋ったりする活動を
通じて、人間関係を築いていくきっかけとなることを目指している。各
ユニットはいくつかの小さい話題で構成されている。

300円

24033 あいうえおで日本語
[日本語ボランティア用]

(財)大阪市教育振興公社 平成17年
11月

86 [学習者用]と同じ内容のユニットの後に、各ユニットの｢活動の手引き｣
がついていて、活動の目的と内容、用意しておくもの、活動の手順が
書いてある。

450円

24050 Curso Basico de Japanes
Nivel 1　（日本語講座　初級　レベル
１）

カルトゾ多美 いわしんバモス日本語 18 ポルトガル語母語話者向け生活日本語。ブラジル人教師が作成した
テキストで、ポルトガル語母語話者が日本語を理解し、学びやすいよ
うに作られている。

非売品

24052 外国人看護師候補者のため
の医療用日本語会話集

（社）静岡県病院協会 2009.10.1 72 医療用語の英語対訳集。 非売品

24053 介護のための日本語 （公財）浜松国際交流協会 2010.2.5 122 日系南米人が介護職への転職を目指し、介護の場面での用語や表現
を学ぶためのテキストとして開発。入手希望者は作成団体へ問合せ。

800円

24135 日本語を母語としない就学期の児童
のための日本語教材　みる　あそぶ
にほんご！（ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語・英語・ｽﾍﾟｲﾝ
語版）

安藤淑子・小林信子・斉藤
祐美　監修

山梨県南アル
プス市

平成19年3月 就学前外国人児童がひらがなに慣れ、よく使う身近な単語を覚えるこ
とを目的としている。イラスト、3カ国語の訳が付いている。

非売品

24187 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 2007年3月 82 基本語彙のイラスト集。 非売品

24189 ＯＮＥＳ支援手引き 静岡大学教育学部 2010年2月 29 静岡大学の学生の日本語・教科支援グループONESの活動手引書。
支援についての心構え、レベル別の支援事例、取り出し・入り込み支
援、外国人児童の母国の事情等をまとめてある。

非売品

24190 らくらく導入・たのしく練習・すぐに話せ
る　　たのしい日本語

田辺典利子 Japanese
Language
Institute

2008.10.7 164 短時間の学習者が無理なく楽しく学習できるように、イラストによる導
入などの工夫がいっぱい。ALT、日本語研修生、企業研修生への教
育現場での試行錯誤の末に出来上がった導入のためのテキスト。

1,500円

24191 日本語入門テキストやらまいか日本
語

浜松市地域
日本語教育推進
委員会

平成9年3月 65 浜松市作成の日本語入門テキスト。ひらがな・ローマ字表記、全10
課、ゼロ初級からサバイバルのレベル。イラストが多い。浜松市の地
域事情に偏って編集されていないので、どの地域でも使用可能。発行
元は現浜松市国際課。

非売品

24192 日本語教室
はまっこれんしゅうちょう

NPO法人　浜松外国人子ど
も教育支援協会

同左 2007年11月 40 外国人児童の日本語初期支援のテキスト「はまっこ」の副教材で、ひ
らがな・カタカナの書き込み式練習ノート。

非売品

24193 日本語教室　はまっこ NPO法人　浜松外国人子ど
も教育支援協会

同左 2008年3月 107 外国人児童の日本語初期支援のテキスト。初級の文型を積み重ねな
がら、学校生活場面での表現や語彙を身につける。地域に偏重した
内容ではないので、どの地域でも使える。

非売品

24194 手をつなごう！－全員参加の教材づく
りをめざして－　　平成19年度

呉市教育委員会　ひまわり21 平成19年度 72 5つの教室活動（自己紹介、家族紹介、好きなもの・こと、買い物、お出
かけ）の進め方のマニュアル。文型、準備するもの、写真や絵カードが
指示され、授業の流れが説明されている。別冊の視覚教材を使用し、
日本語を話すことを楽しむように工夫されている。

非売品

24195 別冊付録　手をつなごう！－全員参
加の教材づくりをめざして－平成19年
度

呉市教育委員会　ひまわり21 平成19年度 37 『手をつなごう』の別冊付録で、ワークシート、絵カード、対訳表。 非売品

24196 平成20年度文化庁地域日本語教育
支援事業《教材作成》　せいかつのか
んじ　生活の漢字

『生活の漢字』
をつくる会

多文化共生
センター大阪

2009.3.20 112 生活場面ごとの漢字の読み方書き方を習得できる。巻頭に日本の文
字のシステムについて、12カ国語で解説がある。

非売品

24199 役立つ！日本語単語集 仙台国際交流協会 平成15年3月 57 日常生活良く使う語彙について、中・英・韓・ポルトガル語・インドネシ
ア語に訳した単語集。

非売品



地域日本語支援団体の作成教材

ナンバー タイトル 著者 発行・出版元 出版年月日 ページ数 内容・概要 購入価格
24200 文化庁地域日本語教育支援事業《教

材作成》　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　平成19年度

髙栁なな枝　他 地球っ子
クラブ2000

2007.3.1 60 親子参加型日本語教室”地球っ子クラブ2000”が作成。外国にルーツ
を持つ子どもたたちが、自分の家族やボランティアスタッフとともに日
本語や母語を使って楽しみながら生きた言葉を学ぶための活動集。お
菓子作り、工作、科学実験、人形劇等の活動を通して、日本語を聞い
たり話したりする。

非売品

24201 文化庁地域日本語教育支援事業《教
材作成》　「だいすき　にほんご」　～し
がの　ともだちと　いっしょに～　平成
19年度

中川良雄　監修 滋賀県教育
委員会

平成20.3.31 58 外国人児童生徒の初期支援日本語教材。ひらがなの読み書き習得
後、地域や学校生活への適応、日本の生活習慣、滋賀の行事や名所
の紹介などについて楽しく学べるように工夫されている。付属のCD
は、本テキストのPDFを収録。

非売品

24202 こうべを楽しもう 神戸国際協力交流センター 平成20年
3月

105 成人向け、地域（神戸）に根差した教材。写真やイラストが多く話題を
提供することに重点が置かれているので、学習者とボランティアが話
し合ったり、調べたり、街へ出て体験したりして、さらに日常生活に必
要な情報を得ることを想定している。資料編では、参考資料、授業の
進め方、情報のアクセス先、6か国語の語彙集を収録。

非売品

24203 平成19年度文化庁地域日本語教育
支援事業《教材作成》　福山ならでは
の日本語テキスト

ＮＰＯ地域生活支援セン
ターほんわか

同左 2008.3.31 73 中国語圏出身者対象。日常生活ガイドと備後弁のテキスト。 非売品

24211 のびる　がくえん　ジュベニ－ル　1 28 児童生徒向け、学校生活の日本語教材。学校での挨拶や簡単な文型
「～は～です」「あります／います」を使っての会話に慣れる。ブラジル
の日本語学校より寄贈されたもの。

非売品

24212 のびる　がくえん　たのしい　にほんご 60 濁音・拗音、動物・食べ物身近なものの名前、あいさつ。対訳はない
が、イラストが多く、意味がわかりやすく、親しみが持てる。ブラジルの
日本語学校より寄贈されたもの。

非売品

24213 日本語　ＢＡＳＩＣＯ　Ⅰ 91 ポルトガル語母語話者、成人の初級日本語教科書。動詞の活用、漢
字も学ぶ。日本語⇔ポルトガル語の翻訳の練習がある。

非売品

24214 《もうぶ》の動詞ポケットカード 青木明美　大倉玲子　小林
節子　田中恵子　永井友子

もうぶ日本語
研究会

2005年3月 個人レッスンや自習用の名刺サイズのカード。問合せはNPO法人浜
松子ども教育支援協会へ。

500円

24215 《もうぶ》の形容詞ポケット
カード

青木明美　大倉玲子　小林
節子　田中恵子　永井友子

もうぶ日本語
研究会

2005年3月 個人レッスンや自習用の名刺サイズのカード。問合せはNPO法人浜
松子ども教育支援協会へ。

500円

24308 ようこそ清水へ
清水日本語交流の会15周年記念教
材

清水日本語交流の会 同左 2005.5.9 55 授業や自宅での実際の会話をもとに、清水での生活に密着した話題
を取り上げたテキスト。書類や資料の写真が豊富。第5課は生活情
報。入手希望者は作成団体へ問合せ。

600円

24309 ようこそ清水へ
清水日本語交流の会15周年記念教
材

清水日本語交流の会 同左 2005.5.9 55 同上 600円

24310 ようこそ清水へ　10カ国語翻訳書 清水日本語交流の会 同左 2006年5月 285 同上 800円

24312 第1集　世界遺産かるた 清水日本語交流の会 同左 2007年5月 成人学習者なら、知っている・行ったことがある・あるいは自分の国の
世界遺産のイラストが絵カードになっているので、カルタとしてだけで
なく、その名所について知っていることを話したくなる。入手希望者は
作成団体へ問合せ。

1,000円

24313 第1集　世界遺産かるた 清水日本語交流の会 同左 2007年5月 同上 1,000円

24314 第2集　世界遺産かるた 清水日本語交流の会 同左 成人学習者なら、知っている・行ったことがある・あるいは自分の国の
世界遺産のイラストが絵カードになっているので、カルタとしてだけで
なく、その名所について知っていることを話したくなる。第2集。

1,000円

24325 日本の文化・習字
日本語でスピーチ作品集＜№33＞

清水日本語交流の会 同左 2011年3月 46 清水日本語交流の会学習者たちの習字作品集。 非売品

24347 日本の文化・習字
日本語でスピーチ作品集＜№33＞

清水日本語交流の会 同左 2011年3月 同上 非売品

24348 日本の文化・習字
日本語でスピーチ作品集＜№33＞

清水日本語交流の会 同左 2011年4月 同上 非売品

24349 教室用語集＜11ヶ国語＞ 清水日本語交流の会 同左 2011年3月 8 日本語初歩レベルの学習者とコミュニケーションをとるために必要な
簡単なことばを11ヶ国語で表記してある。

非売品

24353 「介護のための日本語教室」
にみる在住外国人の社会的自立に向
けた地域日本語教育

（公財）浜松国際交流協会 介護のための
日本語教室運営
委員会

平成23.3.31 48 平成20年度～22年度文化庁委託事業「生活者としての外国人」のた
めの日本語教育事業日本語教室の設置運営」報告書。実施に至るま
での経緯と内容について記されている。テキスト「介護のための日本
語」もある。入手希望者は作成団体へ問合せ。

非売品

24372 富士でくらす人の楽しい日本語　～だ
れでも使えるやさしい日常会話を一緒
に～

富士にほんごの会 同左 2011.7.1 107 富士市でより快適に生活が送れるよう、地元の地名や情報がたくさん
盛り込まれているテキスト。会話、例文、Q＆A、練習、語彙表で構成さ
れている。入手希望の方は代表冨田さんへ TEL0545-64-6400（富士
市国際交流ラウンジ）

500円

24373 富士でくらす人の楽しい日本語　～だ
れでも使えるやさしい日常会話を一緒
に～

富士にほんごの会 同左 2011.7.1 107 同上 500円

24374 富士でくらす人の楽しい日本語　～だ
れでも使えるやさしい日常会話を一緒
に～

富士にほんごの会 同左 2011.7.1 107 同上 500円

24377 介護の仕事を始めよう！
～外国人のための就職支援講座～

㈶埼玉県国際交流協会　編 ㈶埼玉県国際交
流協会

平成23年3月 44 2009年より実施した「介護の仕事に役立つ日本語教室」開催経緯と内
容の紹介。

非売品

24378 日本語教室　はまっこ
　改訂版

NPO法人　浜松外国人子ど
も教育支援協会

浜松市教育
委員会

2011.4 119 2007年に初級日本語教材「日本語教室　はまっこ」の内容等の見直し
をはかり、改訂版として発行したもの。本書は小学校中学年児童から
中学生までを対象とした教材。入手希望者は協会へ問合せ。

非売品

24379 ようこそ　にほんごきょうしつへ NPO法人浜松外国人子ども
教育支援協会

同左 2011.2 16 １日本語習得の大切さ　２日本の教育システム　３日本語のレベル
チェック　について8カ国語でまとめられている。入手希望者は協会へ
問合せ。

非売品

24268 高校進学ガイドブック　静岡県版
2012年度　（日本語）

浜松NPOネットワークセン
ター（N-Pocket）

同左 2011.10.28 18 日本の教育制度、高校の種類、費用と奨学金、入試制度等について
の静岡県の事情に沿ってわかりやすく解説されている。（他に日本語、
スペイン語、英語、タガログ語、中国語あり）情報はホームページから
もダウンロード可能。
http://www.n-pocket.sakura.ne.jp/kobo-
Released/tabunka/shizugaku/guidebook

非売品

24405 高校進学ガイドブック　静岡県版
2012年度　（ポルトガル語）

浜松NPOネットワークセン
ター（N-Pocket）

同左 2011.10.28 18 日本の教育制度、高校の種類、費用と奨学金、入試制度等について
の静岡県の事情に沿ってわかりやすく解説されている。（他に日本語、
スペイン語、英語、タガログ語、中国語あり）情報はホームページから
もダウンロード可能。
http://www.n-pocket.sakura.ne.jp/kobo-
Released/tabunka/shizugaku/guidebook

非売品



地域日本語支援団体の作成教材

ナンバー タイトル 著者 発行・出版元 出版年月日 ページ数 内容・概要 購入価格
24406 高校進学ガイドブック　静岡県版

2012年度　（スペイン語）
浜松NPOネットワークセン
ター（N-Pocket）

同左 2011.10.28 18 日本の教育制度、高校の種類、費用と奨学金、入試制度等について
の静岡県の事情に沿ってわかりやすく解説されている。（他に日本語、
スペイン語、英語、タガログ語、中国語あり）情報はホームページから
もダウンロード可能。
http://www.n-pocket.sakura.ne.jp/kobo-
Released/tabunka/shizugaku/guidebook

24407 高校進学ガイドブック　静岡県版
2012年度　（英語）

浜松NPOネットワークセン
ター（N-Pocket）

同左 2011.10.28 18 日本の教育制度、高校の種類、費用と奨学金、入試制度等について
の静岡県の事情に沿ってわかりやすく解説されている。（他に日本語、
スペイン語、英語、タガログ語、中国語あり）情報はホームページから
もダウンロード可能。
http://www.n-pocket.sakura.ne.jp/kobo-
Released/tabunka/shizugaku/guidebook

24408 高校進学ガイドブック　静岡県版
2012年度　（タガログ語）

浜松NPOネットワークセン
ター（N-Pocket）

同左 2011.10.28 18 日本の教育制度、高校の種類、費用と奨学金、入試制度等について
の静岡県の事情に沿ってわかりやすく解説されている。（他に日本語、
スペイン語、英語、タガログ語、中国語あり）情報はホームページから
もダウンロード可能。
http://www.n-pocket.sakura.ne.jp/kobo-
Released/tabunka/shizugaku/guidebook

24409 高校進学ガイドブック　静岡県版
2012年度　（中国語）

浜松NPOネットワークセン
ター（N-Pocket）

同左 2011.10.28 18 日本の教育制度、高校の種類、費用と奨学金、入試制度等について
の静岡県の事情に沿ってわかりやすく解説されている。（他に日本語、
スペイン語、英語、タガログ語、中国語あり）情報はホームページから
もダウンロード可能。
http://www.n-pocket.sakura.ne.jp/kobo-
Released/tabunka/shizugaku/guidebook



報告書等

ナンバー タイトル 著者 発行・出版元 出版年月日 ページ数 内容・概要 購入価格
24256 平成18年度・19年度　国内の日

本語教育の概要
文化庁文化部国語課 文化庁文化部国語課 平成20年3月 38 国内の、外国人に対する日本語教育（教育機関数、教

師数、学習者数）と、日本語教師養成（教育機関数、教
師数、学習者数）について、毎年11月1日付で調査。下
記のURLからダウンロードできる。
http://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/jittaichousa/in
dex.html

非売品

24319 平成22年度　在外教育施設にお
ける指導実践記録　第三十三集

東京学芸大学国際教
育センター

東京学芸大学国際
教育センター

平成22.12.24 240 日本人学校の教育・運営の実践報告集。日本語・日本
(学校)文化の指導から、在外での教科指導カリキュラ
ムの工夫、国際理解・現地理解教育、学校経営まで、
各国の事情とそれぞれの在外教育施設の実情におけ
る実践が興味深い。

非売品

24006 平成15年度　私費外国人留学
生生活
実態調査　概要

㈶日本国際教育協会 平成16年3月 32 外国人留学生に対する支援を検討するため、私費留
学生5500人を対象として、生活実態調査を実施。経済
状況、アルバイト、宿舎、保証人、卒業後の進路等に
ついて調査。複写・複製厳禁。

非売品

14039 多文化共生への価値の研究
研究成果報告書

多文化共生を考える
研究会

常葉学園大学
多文化共生と美意識
研究会

2010.3.31 172 常葉学園大学紀要。 非売品

14053 多文化共生的視点による美意
識の研究研究成果報告書

多文化共生と美意識
研究会

常葉学園大学　多文化2008.3.31 150 常葉学園大学紀要。 非売品

24323 多文化共生　－共創・協働－
創立20周年

清水日本語交流の会 2010.1.9 75 「清水日本語交流の会」の20年のあゆみ、関係者の祝
辞、各日本語コースの紹介、規約、表彰、記事など。

非売品

24006 平成15年度私費外国人留学生
生活
実態調査　概要

財団法人
日本国際教育協会

財団法人
日本国際教育協会

2004. 32 外国人留学生に対する支援を検討するため、私費
留学生5500人を対象として、生活実態調査を実施。経
済状況、アルバイト、宿舎、保証人、卒業後の進路等
について調査。

非売品

21006 全養協フォーラム　第4回/サブ
カルチャーと日本語教育の接点
を探る

全国日本語教師
養成講座連絡協議会

全国日本語教師
養成講座連絡協議
会

2006. 3.31 87 日本のサブカルチャーの現在についての報告と、
日本語教育との関係についてのパネル討論。マンガ、
アニメ、ゲーム等が、日本や日本語に興味を持つきっ
かけになっていることや、マンガやアニメの日本語教育
教材としての可能性を紹介。

非売品

21007 青葉・緑・都筑地区
日本語ボランティア研修講座
報告書

（財）横浜市国際
交流協会

平成3年3月 72 研修内容　①出産から就学までの制度とそれに
関する手続きの流れ　②就学後の受け入れと現状　③
パソコンを使って教材作成

非売品

21024 平成15年度文化庁委嘱
「日本語ボランティア活動の支
援・推進事業」報告書　地域日
本語支援コーディネータ研修　日
本語ボランティア研修　地域日
本語教育活動推進シンポジウム
日本語教育相談業務活動報告

（公社）国際日本語普及協会（AJALT) 2004. 3.31 353 各県の地域コーディネータ研修と日本語ボランティア研
修の研修内容の報告、シンポジウムの報告、相談業務
の報告。各県の実情を考慮した研修内容となってい
る。自治体職員や学校教職員への研修、コーディネー
タの育成等が提言された。

非売品

21025 日本語ボランティアシンポジウム
2005
子どもたちのこと　知っています
か?　報告書

東海日本語ネットワーク 2006. 5.31 146 東海日本語ネットワークの活動報告。シンポジウムで
は「子どものためにできること」と子どもたちの現状報告
と久里浜少年院の鷲野氏の講演。研修講座は、「若者
のための日本語ボランティア理解講座」「シニアのため
の日本語ボランティア講座」を実施。

非売品

21026 日本語ボランティアシンポジウム
2003
明日をひらくネットワーク　報告
書

東海日本語ネットワーク 2004. 5. 146 東海日本語ネットワークの活動報告。シンポジウムで
は、日本語支援だけでなく外国人の様々な問題に取り
組んできた活動を報告。パネルディスカッションでは、
学習者、ボランティア研修、ネットワーク運営それぞれ
の視点から地域日本語支援活動についての歴史と未
来が検討された。

非売品

21033 日本語ボランティア研修講座報
告書

日本語ボランティア
研修講座企画運営委
員会

(財)横浜市海外
交流協会

1999. 3. 165 研修講座の報告書。「基調講演」+「コース」の講座で、
コースはA:学習者のニーズを知ろう、B:指導技術の向
上のために、C:初めての学習者を受け入れるの3つ。

非売品

22016 多言語生活情報の提供・流通
～その現状とこれから～

財団法人　神奈川県国際交流協会 2005. 3. 自治体が発行する多言語資料の流通・活用状況をアン
ケート調査や関係機関へのヒアリングを行い調査して
いる。情報提供の課題と展望について提言されてい
る。

23003 多文化化する公営住宅における
居住者の意識・焼津市T団地で
の調査

池上重弘 静岡文化芸術大学 2004. 3 109 焼津市T団地の日本人と外国人居住者に対して、
外国人との交流、近隣との付き合い、団地での生活上
の諸問題等について調査を実施。

非売品

23006 岡山県在住外国人アンケート調
査結果報告書

財団法人　岡山県国際交流協会 2005. 6. 123 岡山県国際交流協会が、在住外国人支援事業を
検討するために実施した調査報告書。

非売品

23007 育てよう！　私たちの多文化共
生社会

編集・発行　日本財団 2002.3.31 2001年に実施されたシンポジウム等の報告書。
外国人支援NPOやボランティア団体の役割について医
療や教育などをテーマに、具体的なプログラムの事業
例、評価、提案などが記載されている。

23009 教師と共に創る多文化共生教育
実践・
多文化共生教育実践プロジェク
ト演習２００３報告書

群馬大學教育学部付属学校教育臨床総合セン2004. 3. 149 群馬大学教育学部の学生が学校や地域で児童の支援
活動を行った際の報告集。放課後学習支援の企画と
実施、開発教育地域セミナーinぐんまに参加した際の
記録。

非売品



報告書等

ナンバー タイトル 著者 発行・出版元 出版年月日 ページ数 内容・概要 購入価格
23004 多文化共生社会に向けた調査

報告書
（財）自治体国際化協会平成17年3月 124 全国の自治体、地域国際化協会にアンケートを実施

し、多文化共生事業の紹介をしている。また、課題を踏
まえクレアに求められる取り組みや方向性について触
れられている。

非売品

23017 山形県在住外国人アンケート調
査結果報告書

山形県文化環境部・
財団法人山形県国際
交流協会

2006. 5. 72 平成18年に実施された在住外国人の抽出調査。
生活、医療、日本語学習、地域活動、災害・緊急時の
対応等について調査。

非売品

23018 留学生ふれあいトーク｢異文化・
多文化コミュニ
ケーションin北海道｣報告書

独立行政法人　日本学生支援機構札幌支部 2005. 3. 44 北海道で学ぶ留学生同士の交流と、各地を訪ねてそ
の地域の人々と交流し北海道を知る・体験する事業の
報告。

非売品

23019 ｢留学生ふれあい交流in北海道｣
報告書

(社)北方圏センター 2004. 3. 85 夏と冬に北海道で学ぶ留学生の交流事業を実施した
報告書。留学生同士の交流と、普段訪れることの少な
い道内の地域を訪問し、そこの人々と交流。

非売品

23021 在住外国人との共生社会構築
に関する調査

(財)岐阜県国際交流
センター

2005. 1. 岐阜県における在住外国人の概要、増加原因、
社会的背景、国・県・外国人集住都市会議・経済界の
動きについて触れられている。外国人生活実態のアン
ケート、ヒアリングの集計結果もまとめられている。

24001 留学生交流推進会議
参考資料集/各地域の取組状況
について

文部科学省高等教育
局
学生支援課

（同左） 2005. 3 775 各都道府県「留学生交流推進会議」の委員名簿と
実施した事業の活動報告。

非売品

24004 ニューカマー児童生徒の就学・
学力・進路の実態把握と環境改
善に関する研究（その１）

研究代表者　志水宏吉・大阪大学教授 2006. 3 363 関西（大阪府）と東海（静岡県）の外国人高校生の
就学・学力・進路の実態調査。学業だけでなく、母語の
問題、友人関係、家族（家庭環境）の問題など、外国人
生徒を取り巻く問題を幅広く調査。

非売品

24005 共に生きる地域を目指して/
ニューカマーの子供達がいきい
きと暮らすために

(財)横浜市国際交流協会 2001. 3 93 横浜市国際交流協会の子ども支援の研修講座報告
書。事例発表者に、大学研究者、教員、教育委員会、
ボランティア、外国人児童の保護者、元外国人児童な
ど。

非売品

24008 資料8「県内の高等教育機関に
おける留学生の現状」・資料9
「我が国留学生制度の概要」
（2006）

静岡県留学生等交流
推進協議会・文部科学
省

2006 （資料８）は平成18年度の静岡県内の大学の留学生人
数、国籍、宿舎状況の統計データ資料
（資料９）は平成18年度の留学生受け入れと派遣の統
計データ資料

非売品

24015 「グローカル」をめざした留学生
と地域との交流

独立行政法人　日本学生支援機構 平成18. 1.27 126 留学生と地域の国際化に関するシンポジウムと
分科会の報告。留学生の地域交流、海外大学や地域
での国際交流の取り組みが報告されている。

非売品

24016 グローバリゼーション時代の留
学生の就職支援

独立行政法人　日本学生支援機構 2006.10.31 106 留学生の就職支援のシンポジウムと分科会の報告。
留学生の就職支援の課題、留学生の就職事情や就職
体験談。

非売品

24048 ブラジル人学校等における日本
語指導の状況及び課題　上巻
（報告篇）

宇都宮　裕章編著 静岡大学 2010.3.20 99 ブラジル人学校で日本語授業をしながら、参与観察に
よる実態調査、協働による現場への還元を行い、実践
の評価を通して、ブラジル人学校における日本語指導
の状況と課題を検討した。

非売品

24049 ブラジル人学校等における日本
語指導の状況及び課題　下巻
（資料篇）

宇都宮　裕章編著 静岡大学 2010.3.20 161 調査の中で収集した第一次資料。ワークショップ
配布資料（ブラジル人学校等の日本語教育の内容、教
材等）、学習支援冊子『Vamos ser amigos!?（ともだちに
なろう）』、学校配布資料『学校大すき！』を所収。

非売品

24051 文部科学省　「社会人の学びな
おしニーズ対応教育推進プログ
ラム」委託事業　多文化共生社
会の構築に資する日本語教員
養成プログラム

浜松学院大学 浜松学院大学 平成21年3月 143 平成19年度～21年度にかけて、浜松学院大学が
実施した社会人向けの日本語教員養成プログラムの
報告。プログラムの内容だけでなく、実施運営の詳細、
事業評価、資料(申込書やシラバス）など、研修講座の
実施に役に立つ情報を収録。

非売品

24058 「生活者としての外国人」に対す
る日本語教育の標準的カリキュ
ラム案について

文化審議会国語分科会 平成22.5.19 162 「生活者としての外国人」に対する日本語教育の
標準的カリキュラム案として、生活上の行為をすべて網
羅し、膨大な項目数となっている。

非売品

24210 地域と企業の連携による外国人
労働者のための企業内日本語
教室における日本語教育カリ
キュラムについて

（公財）浜松国際交
流協会

平成20.3.31 163 企業内日本語教室を開講するため、企業と外国人
従業員のニーズ調査を行った。地域住民の外国人に
対する意識・外国人が良く利用する店舗の環境・外国
人の日本語学習状況の調査のほか、工場内でのやり
取りを文字おこしをして、必要な語彙や表現を分析。協
会HPからダウンロードも可。

非売品

24238 平成19年度　文化庁日本語教
育研究委嘱　外国人に対する実
践的な日本語教育の研究開発
（「生活者としての外国人」に対
する日本語教育事業）

(社)日本語教育学会 (社)日本語教育学会 2008.3.31 181 「生活者としての外国人」に対する実践的な日本語
教育支援を実施するための調査として、生活実態調査
を実施、外国人労働者の就労現場視察と聞き取り調
査、外国人配偶者への聞き取り調査を報告。日本語教
育支援者の支援充実のため、日本語ボランティア養成
講座・研修講座の実態調査と分析を行い、コーディ
ネータの役割を紹介。

非売品

24239 平成20年度　文化庁日本語教
育研究委託外国人に対する実
践的な日本語教育の研究開発
（「生活者としての外国人」のた
めの日本語教育事業）

(社)日本語教育学会 (社)日本語教育学会 2009.3.31 274 「生活者としての外国人」の日本語教育支援のため
に、①地域日本語教育システム作りプロジェクト、②日
本語ニーズ調査プロジェクト、③カリキュラム開発プロ
ジェクト、④人材育成のためのプログラム開発プロジェ
クトが行われた。

非売品

24240 平成20年度　在外教育施設にお
ける指導実践記録　第三十一集

東京学芸大学国際教育センター 2009.1.20 287 日本人学校の教育・運営の実践報告集。日本語・
日本(学校)文化の指導から、在外での教科指導カリ
キュラムの工夫、国際理解・現地理解教育、学校経営
まで、各国の事情とそれぞれの在外教育施設の実情
における実践について記されている。

非売品



報告書等

ナンバー タイトル 著者 発行・出版元 出版年月日 ページ数 内容・概要 購入価格
24241 平成13年度　文化庁委嘱「地域

日本語教育活動の充実」事業
日本語教育相談業務報告書

(公社)国際日本語普及協会 平成14.3.31 54 地域の日本語支援教者からの相談業務を実施。
予想される相談内容を分類し対応するため、地域の養
成講座の受講生アンケート、日本語教材、各団体HPの
FAQを収集し、分析。

非売品

24242 平成19年度　文化庁委嘱事業
生活者としての外国人のための
モジュール型カリキュラムの開
発と学習ツールの作成

コミュニカ学院 コミュニカ学院 平成20年3月 302 国内外の定住者への自国語教育調査報告、日本語
ポートフォリオ（学習ツール、ポルトガル語とスペイン
語）。モジュール型カリキュラムは、「働きながら3年間
で学習可能な行動リスト」の紹介と、学習者一人一人
に応じてオーダーメイドで作るカリキュラムとしての理
念を提案。

非売品

24243 平成18年度文部科学省外国人
教育に関する調査研究　　外国
人労働者の子女の教育に関す
る調査研究(3)日系外国人児童
生徒を対象とする「学校」の現状
と課題に関する調査研究

国際カリキュラム研究会群馬大学 2007年3月 193 ブラジル人学校とペルー人学校の実態調査、校長への
アンケート調査と訪問インタビュー調査により、ブラジル
人学校の現状が明らかにされている。

非売品

24244 言語少数派生徒を対象とした教
科学習支援における指導ストラ
テジーの分析

研究代表者　清田淳子 お茶の水女子大学
大学院

2008.3.31 41 国際教室の取り出し指導担当教師が、国語の「日本語
による先行学習」の場面で、どのような指導ストラテ
ジーを用いて学習支援を行っているかを分析。その結
果、非言語的なストラテジーと言語的ストラテジーの両
方を用いて、内容理解を促すとともに、明示する・整理
する・分類するなどのストラテジーを用いて教材文の筋
が把握できるように働きかけていた。対話を促し、母語
使用を受け入れることも確認された。

非売品

24245 母語を活用した教科学習の過程
と結果の分析　日本語を母語と
しない児童生徒の場合

研究代表者　岡崎眸 お茶の水女子大学
大学院

2008.3.31 237 日本語を母語としない中学生に対する取り出し授業
で、「母語による先行学習」あるいは「日本語による先
行学習」を行う支援と、翻訳教材文の作成による支援
を実施し、その際どのようなサポートが適切かを検討し
た。母語と日本語のどちらの先行学習が学習支援に効
果的かという問題ではなく、母語の支援者がいるか、
日本語の支援者がいるか、それぞれの場合にどのよう
な支援が適切か、どう連携するかを示唆している。

非売品

24246 平成13年度　文化庁委嘱「地域
日本語教育活動の充実」事業
地域日本語教育指導員（コー
ディネータ）研修　地域日本語教
育活動推進シンポジウム

(公社)国際日本語普及協会 平成14.3.31 345 日本語を支援している人々の中から中核となるコー
ディネータ(企画・運営・調整役)の育成を目指し、各県
の支援体制の整備を図るための研修の報告。

非売品

24247 平成20年度　文化庁委嘱　学習
者参加型カリキュラムの開発
『リソース型生活日本語』の発展
的活用を目指して

(公社)国際日本語普及協会 2009.3.31 200 AJALTが作成し、HPで公開している『リソース型生活
日本語』を、「生活者としての外国人」に対する日本語
教育の教材として使えるように、学習方法の提示と学
習教材の提案を行っている。

非売品

24248 平成20年度　文化庁委嘱　学習
者参加型カリキュラムの開発
『リソース型生活日本語』の発展
的活用を目指して

(公社)国際日本語普及協会 2009.3.31 200 AJALTが作成し、HPで公開している『リソース型生活
日本語』を、「生活者としての外国人」に対する日本語
教育の教材として使えるように、学習方法の提示と学
習教材の提案を行っている。

非売品

24249 社団法人設立２５周年記念誌
四半世紀の歩み

(公社)国際日本語普及協会 2002.12.15 199 AJALTの25年の歩み、組織、日本語教育事業、出版・
広報活動、研究調査活動をまとめたもの。

非売品

24250 Ｈ19年度　文化庁地域日本語教
育支援事業　《人材育成》報告
書

(公社)国際日本語普及協会 2008.4. 49 AJALTが実施した日本語ボランティア研修プログラム
の研修内容の報告、受講者アンケート集計。

非売品

24257 平成21年度　国内の日本語教
育の概要

文化庁文化部国語課 文化庁文化部国語課 2010.3. 28 国内の、外国人に対する日本語教育（教育機関数、教
師数、学習者数）と、日本語教師養成（教育機関数、教
師数、学習者数）について、毎年11月1日付で調査。
URLからダウンロードできる。
http://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/jittaichousa/in
dex.html

非売品

24258 実践シェアの会　～子どもの日
本語教育の実践を共有しよう～
立ち上げ報告会～第5回報告会

実践シェアの会 実践シェアの会 2003.10.1 263 外国につながる子どもの日本語教育・教科教育に携
わっている人たちが、実際に行った授業や実践を参加
者同士で報告し、ディスカッションする会の報告。実践
報告の予稿（レジュメや配布資料）と、意見交換・質疑
応答・報告者のコメント・参加者アンケートを収録。

非売品

24259 静岡中国語講座報　創立30周
年記念号　2005年6月　第３４号

静岡中国語講座 静岡中国語講座 2005.9. 124 「中国語を学んで日中友好の架け橋となろう」をスロー
ガンとして、静岡の人々に中国文化と中国語を広める
一方、中国帰国者支援を行い、やがてその日本語教
育部門が「静岡日本語教育センター」となり、多くの日
本語学習者を受け入れるとともに、現在県内外で活躍
する日本語教師を養成して来た。会の記念誌。

非売品

24261 地域に求められる日本語教育
-多文化共生社会実現のキー
ワード-

静岡大学国際交流センター 2009.3.30 99 基調講演とパネルディスカッション、配布資料とアン
ケートを所収。地域日本語ボランティア支援とその課題
について報告。

非売品

24262 地域に求められる日本語教育
-多文化共生社会実現のキー
ワード-

静岡大学国際交流センター 2009.3.30 99 基調講演とパネルディスカッション、配布資料とアン
ケートを所収。地域日本語ボランティア支援とその課題
について報告。

非売品

24263 平成17年度　外国籍児童就学
前学校体験教室　ぴよぴよクラ
ス

（公財）浜松国際交流協会 平成18.7.31 42 旧遠州浜小でHICEが実施した、就学前の外国籍児童
を対象とした3月末5日間の学校体験教室（プレスクー
ル）の報告。支援者は大学生ボランティア。事前研修、
家庭訪問、活動記録、学生レポート、保護者アンケー
ト、スタッフ報告書。

非売品



報告書等

ナンバー タイトル 著者 発行・出版元 出版年月日 ページ数 内容・概要 購入価格
24264 平成19年度　外国籍児童就学

前学校体験教室　ぴよぴよクラ
ス

（公財）浜松国際交流協会 2008.6.13 47 旧遠州浜小でHICEが実施した、就学前の外国籍児童
を対象とした3月末3日間の学校体験教室（プレスクー
ル）の報告。支援者は大学生ボランティア。活動記録、
学生レポート、保護者アンケート、スタッフ報告書。

非売品

24265 平成20年度　外国籍児童就学
前学校体験教室　ぴよぴよクラ
ス

（公財）浜松国際交流協会 48 旧遠州浜小でHICEが実施した、就学前の外国籍児童
を対象とした3月末5日間の学校体験教室（プレスクー
ル）の報告。支援者は大学生ボランティア。活動記録、
学生レポート、保護者・スタッフ感想。

非売品

24266 平成20年度文化庁委嘱「生活者
としての外国人」のための日本
語教育事業　企業内日本語教
室カリキュラム開発　報告書

（公財）浜松国際交流協会 平成21.3.31 132 企業内日本語教室第3期の実践報告。研修内容は、工
場内のアナウンスや安全教育から、消防署、レストラ
ン、病気のときなど。1期、2期の講座から改善の過程も
記されている。本報告書は、HICEのHPからダウンロー
ドできる。

非売品

24267 平成14年度　浜松市立佐鳴台
小学校　研修集録　世界に生き
る小さな国際人

浜松市立佐鳴台小学校 2003.3 58 佐鳴台小学校で、「小さな国際人の育成」を目標に掲
げ、各学年・各活動での取り組みや指導の工夫を収
録。

非売品

24271 平成19年度　文化庁委嘱　「生
活者としての外国人」に対する
日本語教育事業（外国人に対す
る実践的な日本語教育の研究
開発）

代表者　伊藤健人 群馬県外国人に対す
る実践的な日本語教
育の研究開発に関す
る運営委員会

2008.3.31 47  ①本語受講者・講師（ボランティア）・協会担当者それぞ
れが考える「理想の日本語教室」、②前述の3者が考え
る「生活に必要な日本語表現」、③日本語能力の評価
の方法、の3点について調査した。短時間でも実施可
能であり、OPIは会話授業にも応用できることから、OPI
の研修の意義を唱えている。

非売品

24274 平成19年度　文化庁委嘱　対話
を中心とした交流活動のカリキュ
ラム

学校法人吉岡教育学園 平成20.3.31 98 ゼロ初級の学習者に対して、クラス形式の日本語教育
を行うためのカリキュラムを開発。生活編とお付き合い
編の計15編からなり、活動の流れと指導の際の留意
点、活動（交流・話題の展開の仕方など）、コミュニケー
ションツール（準備するもの）を詳しく紹介している。

非売品

24275 武蔵野市地域日本語教育推進
事業報告書～市民活動としての
日本語「共育」の試み～

武蔵野市地域日本語教育推進委員会 平成12年3月 221 「武蔵野方式」の紹介。クラス形式の日本語教室（有給
の日本語講師）+マンツーマン形式（日本語交流員）が
組み合わせられている。

非売品

24276 外国につながりをもつ子どもの
教育に関する調査プロジェクト
報告書

多文化共生教育ネット
ワークかながわ、・か
ながわ国際交流財団

2010.6. 76 神奈川県の外国人生徒の高校進学の現状と課題につ
いての調査報告。量的調査からは、「在県外国人等特
別募集」の定員の拡充と受検対象者の条件緩和が唱
えられ、インタビュー調査からは、進路情報のアクセス
の問題と高校生活における様々な不安が報告された。

非売品

24277 日本語ボランティア研修講座
共に生きる地域を目指して　ＰＡ
ＲＴ2　報告書

横浜市国際交流協会（ＹＯＫＥ） 2002.3. 87 子ども支援の研修講座の報告書。①ニューカマーの子
どもの日本語・教科・母語の現状、②現場で役立つ子
ども向け日本語・教科指導のノウハウ、③ニューカマー
の子どもたちの支援のために何ができるか。

非売品

24278 日本語ボランティアシンポジウム
2007　日本語スピーチ…私の思
い

東海日本語ネットワーク、・名古屋国際センター2008.5.31 115 東海日本語ネットワークの活動報告書。シンポジウム
では日本語教室で学ぶ外国人の体験スピーチ、研修
講座は「若者のための日本語ボランティア理解講座」と
「シニアのための日本語ボランティア講座」を実施した
際の報告。

非売品

24279 日本語ボランティアセミナー2008
平成20年度　文化庁委嘱事業シ
ンポジウム

（公財）浜松国際交流協会 2009.3.31 98 シンポジウム「企業内日本語教室」、基調講演「漢字の
学習と日本語ボランティアの役割」、パネルディスカッ
ション「バイリンガル教師による新たな取り組み」。

非売品

24280 日本語ボランティアセミナー2009 （公財）浜松国際交流協会 2010.3.31 194 ラウンドテーブル「子どもたちの日本語と学習支援」「子
どもへの教育支援と支援者のの役割」「就労支援の日
本語」「支援団体のネットワーク」「コミュニケーション能
力の習得」「日本語の評価方法」、事業報告「就労支援
のための日本語教育」、文化庁「日本語教育施策」に
ついて実施報告。

非売品

24281 日本語ボランティアセミナー　ＪＡ
ＰＡＮＥＳＥ　ＶＯＬＵＮＴＥＥＲ　ＳＥ
ＭＩＮＡＲ

浜松市・浜松国際交流
協会

浜松市・浜松国際交
流協会

2005.3. 220 基調講演「これからの日本語教育とボランティア」、
ワークショップ「異文化体験と理解について」、分科会
「年少者に対する日本語教育」「異文化の中で日本語
を学ぶ」「教案づくり」「地域の日本語学習指導」「ITの
利用」について実施報告。

非売品

24282 多文化共生社会に根ざす協働
学級の構築に関するカリキュラ
ム開発実践研究

宇都宮　裕章　編著 静岡大学 2008.3.31 331 多文化・多言語環境にある教育現場の実態調査を通じ
て、対話型カリキュラムの開発、関係者間のネットワー
クの拡充、学び合いと支援員活動の事業化を提言。

非売品

24283 外国人の子どもの教育環境に関
する実態調査　2003～2004年度
報告書　ダイジェスト版

可児市企画部まちづくり推進課 2006.3.31 192 2003年調査「可児市の外国人の子供の居住状況と教
育環境の調査」と2004年調査「可児市の子供の教育環
境と成育環境、進学・進路の調査」についての報告。

非売品

24284 在住外国人の日本語習得支援
活動からみた生活支援のあり方
－福岡市地域日本語教育推進
事業報告書－

福岡市地域日本語教育推進委員会 2001.3. 159 福岡市における、児童生徒・成人に対する各団体の日
本語支援活動の報告と日本語学習者へのアンケート
調査報告。

非売品

24285 西原町地域日本語教育事業報
告書　－小さな町の地球市民を
めざして－

西原町地域日本語
教育推進委員会

2001.3.31 131 沖縄県西原町の日本語教育事業報告。日本語教室活
動、講演会、スピーチ大会、日本語教材の作成、事業
後アンケートの分析。

非売品



報告書等

ナンバー タイトル 著者 発行・出版元 出版年月日 ページ数 内容・概要 購入価格
24286 平成19年度　文化庁委嘱　バイ

リンガル教師養成講座　外国人
市民の自立に資する日本語教
室設置のために

（公財）浜松国際交流協会 2008.3.31 41 母語と日本語能力を活かした外国人の日本語指導者
の養成を行い、企画委員会の議事、講座内容、課題、
受講者座談会等が収録されている。

非売品

24287 フォーラム在住外国人児童生徒
のための教材開発から見える課
題とその解決にむけて報告書

東京外国語大学　多
言語・多文化教育研究
センター

2008.8.31 45 教材開発と指導者育成のための協力体制の構築につ
いて。分科会「ブラジル人コミュニティと教育における連
携」「算数教材の領域別系統表」「分散地域における教
育支援システムの構築」「集住地域における教育支援
システム構築」の報告。

非売品

24288 特定非営利活動法人多文化子
ども支援ネット2003・2004年度年
度末報告書

特定非営利活動法人
多文化子ども支援ネッ
ト事務局

2005.3.31 103 NPO法人多文化子ども支援ネットの活動報告。久里浜
少年院見学会、久里浜少年院鷲野次長講演会、講演
会「移動した子どもの心」ワークショップ「作文指導法」、
研修会「第9回実践シェアの会」の報告。

1,080円

24289 平成20年度　文部科学省委託
事業　総合的な放課後対策推進
のための調査研究　袋井市青木
町放課後活動支援教室 報告

ＮＰＯ法人国際教育文化交流会 平成21年3月 32 袋井市における南米系外国人児童生徒への放課後支
援事業の報告。「袋井市青木町住民アンケート調査
（属性・健康・子どもの教育・相互理解）」

非売品

24290 ＮＰＯを核とした生涯学習活性化
事業　多文化共生・生涯学習社
会における外国人コーディネー
ターの養成

ＮＰＯ法人国際教育文化交流会 平成２１年3月 21 袋井市において中核となる外国人コーディネータの養
成事業。2.5時間×週3回×9カ月、日本語教育（能力試
験2～3級を受験）と袋井市役所職員等の講義。日本語
教育では、インターネット教材を使用。

非売品

24291 地域と企業と行政の連携による
多文化共生社会のための日本
語教育支援の提言

浜松国際交流協会　編 地域日本語連携推
進協議会

平成20年3月25日15 HICEによる企業内日本語教室の報告を中心に、外国
人労働者・在住者のための日本語教育支援における
地域と企業と行政の連携を提言。

非売品

24293 わが国の留学生制度の概要
受入れ及び派遣

文部科学省高等教育局学生支援課 平成17年5月 47 平成18年度の留学生受け入れと派遣の統計データ資
料

非売品

24294 話っ、輪っ、和っ！2009　明日に
向かって　Ｌｅｔ’ｓ　ｇｏ　ａｈｅａｄ
ｎｏｗ！　中島記念国際交流財
団助成事業

話っ、輪っ、和っ！
2009実行委員会

静岡県留学生等交
流推進協議会

2010.1. 150 静岡県内の留学生と日本人学生の交流ワークキャン
プの記録。

非売品

24295 平成18年度　経済産業省委託
事業　平成18年度　構造変化に
対応した雇用システムに関する
調査研究　報告書

海外技術者研修協会　 海外技術者研修協
会

平成19年3月 89 日本企業で就業中の元留学生と企業に対するインタ
ビューとアンケートによる留学生の就学促進にあたって
の課題についての実態調査、ビジネスに必要な日本語
能力・そのカリキュラムについての文献調査。

非売品

24333 地域日本語教育支援コーディ
ネータ研修
地域日本語教育活動推進シン
ポジウム

㈳国際日本語普及
協会

平成15.3.31 347 （公社）国際日本語普及協会が文化庁から委嘱を受
け、全国30か所で実施した研修内容の報告書

非売品

24334 平成17年度　外国籍児童　就学
前学校体験教室　ぴよぴよクラ
ス

（公財）浜松国際交
流協会

平成18.7.31 42 小学校就学前の外国籍児童が日本の公立小学校を体
験するプログラムの実施報告書

非売品

24335 日本語ボランティアセミナー2005 浜松市、㈶浜松国際
交流協会

平成18.6.1 169 基調講演（西原鈴子氏）、講演（イシカワエウニセアケミ
氏）、パネルディスカッション「多文化共生社会と地域の
日本語教育」他、セミナーの報告書。

非売品

24336 静岡県における日本語学習支
援　第1回静岡大学留学生セン
ター公開シンポジウム報告書

静岡大学留学生センター　編 2011.3.30 105 基調講演（佐々木倫子氏）、地域日本語教育支援に関
わるボランティア、日本語学校教師等からの事例報告
が記載されているシンポジウム報告書。

非売品

24337 平成14年度　外国籍児童の教
育指導に関するプロジェクト報告
書

静岡大学教育学部　編　静岡大学教育学部 2003.3.31 116 旧清水市における外国籍児童・住民の状況と行政の
対応、学校現場の状況等についての報告書。

非売品

24338 2003年度　日本語教育実習報
告書

静岡大学教育学部 平成16.2.15 106 静岡大学教育学部に在籍する学生が静岡市日本語教
育センター、国際ことば学院、静岡大学留学生センター
で体験した日本語教育実習についての報告書。

非売品

24339 年少者日本語教育実践研究
№4

早稲田大学大学院
日本語教育研究科

2005.3.31 88 JSLバンドスケールを活用し、JSL児童が抱える読み書
きの問題、支援体制についての研究報告書。

非売品

24340 武蔵野市地域日本語教育推進
事業報告書～市民活動としての
日本語「共育」の試み～

武蔵野市地域日本
語教育推進委員会

平成12年3月 221 非売品

24341 日本語教育ブックレット1　　多言
語環境にある子どもの言語能力
の評価

独立行政法人国立
国語研究所

2002.3.31 59 1「子どもに対する評価をどう考えるか」佐藤郡衛（東京
学芸大学）、2「バイリンガル児の言語能力評価の観点
－会話能力テストOBC開発を中心に」中島和子（トロン
ト大学）、3「学習言語能力をどう図るか－TOAMの開
発：言語習得と保持の観点から」岡崎敏雄（筑波大学）

非売品

24342 全養協フォーラム：日本語教師、
日本語教育第4回　～サブカル
チャーと日本語教育の接点を探
る～　実施報告書（報告集6）

全国日本語教師養成講座連絡協議会　編 2006.3.31 87 日本のサブカルチャーの現在についての報告と、日本
語教育との関係についてのパネル討論。マンガ、アニ
メ、ゲーム等が、日本や日本語に興味を持つきっかけ
になっていることや、マンガやアニメの日本語教育教材
としての可能性を紹介。

1,000円

24343 地域日本語学習支援の充実
－共に育む地域社会の構築へ
向けて－

文化庁文化部国語課 文化庁文化部国語
課

平成16年7月 256 地域における日本語学習支援活動の歩みと現状、事
例報告などがまとめられている。在住外国人が抱えて
いる様々な問題や多文化共生社会構築のために必要
な環境整備等について執筆されている。

非売品



報告書等

ナンバー タイトル 著者 発行・出版元 出版年月日 ページ数 内容・概要 購入価格
24346 第11回外国人児童生徒教育

フォーラム
だれでも参加できる外国人児童
生徒教育支援-行政・NPO・学校

東京学芸大学国際
教育センター

2011.3.23 100 豊田市、札幌市、千葉県より児童・生徒支援について
の事例報告が行われ、全体討議の様子が記載されて
いる報告書。

非売品

24353 「介護のための日本語教室」に
みる在住外国人の社会的自立
に向けた地域日本語教育

公益㈶浜松国際交流協介護のための日本語
教室運営委員会

平成23.3.31 48 平成20年～22年度に実施した日本語教室の報告書。
実施に至るまでの経緯と内容について記されている。

非売品

24355 「生活日本語の指導力の評価に
関する調査研究」－報告書－

㈳日本語教育学会 平成２２年度文化庁
日本語教育研究委
託「生活日本語の指
導力の評価に関する
調査研究」運営委員
会

2011.3.31 158 文化庁の研究委託を受けて「生活者としての外国人」
に対する日本語教育における指導力の評価に関する
調査研究を結果をまとめた報告書。

非売品

21029 日本語教育論集　21号　２００５ 国立国語研究所日本
語教育部門

国立国語研究所 平成17年3月 66 日本語教育や日本語教師教育の実践に関わる論文と
研修報告を収録。フランス語のe-learningの実践、日本
語教師実習生と多文化共生日本語教育、教師としての
自己成長、個別対応型日本語授業における教師の役
割。

非売品

21029-2 日本語教育論集　22号　２００６ 国立国語研究所日本
語教育部門

国立国語研究所日
本語教育部門

平成18年3月 71 現場に役に立つ授業実践の報告と研修報告。韓国人
学習者の文章構成能力、中国人学習者の「きっと」の
習得、辞書の検索能力を養成する初級漢字指導、「こ
うして」の意味用法。

非売品

24172 日本語教育論集　23号　２００７ 国立国語研究所日本
語教育部門

国立国語研究所 平成19年3月 54 日本語教育実践研究論文。格助詞「に」と「で」の混
同、文法学習に関する姿勢と学習効果、「ね」の意味の
とらえ方。

非売品

24173 日本語教育論集　24号　２００８ 国立国語研究所日本
語教育部門

国立国語研究所 平成20年3月 87 日本語教育実践論文。特集「教科書で教える」、台湾
人学習者の現場指示の習得、進学動機の自覚を促す
教育実践。

非売品

24174 日本語教育論集　25号　２００９ 国立国語研究所日本
語教育部門

国立国語研究所 平成21年3月 95 日本語教育実践研究論文集。学会誌『日本語教育』に
おける「実践研究」論文の変化、文章の難易度とパラフ
レーズ、実践研究の公表。

非売品

14038 第10回外国人児童生徒教育
フォーラム　外国につながる生
徒の進路選択とその支援をめ
ぐって

東京学芸大学国際教
育センター

東京学芸大学国際
教育センター

2010. 103 外国につながる高校生の進路選択とその支援に関す
るフォーラムの記録。①進路選択のガイダンスの取り
組み、②神奈川県の外国人生徒の進路実態の報告、
③定時制高校の事例、④ブラジル人学校の進路の特
徴について、事例報告。

非売品

14046 文部科学省委託研究｢平成21年
度外国人教育に関する調査研
究｣報告書　ブラジル人等の教
育機会の現状と課題について
ブラジル人学校等の準学校法人
設立・各種学校認可の課題

研究代表者　中村安秀 2010.3. 330 ブラジル人学校を公共的観点から位置づけ、学校運営
を安定させるために、準学校法人設立や各種学校認
可を受けることは重要であるが、その際に直面する申
請や資格取得に関する課題を分析。研究概要と第3章
「準学校法人設立各種学校認可の取得に関する具体
的な支援のあり方(マニュアル)」はポルトガル語版あ
り。

非売品

24306 異質・異文化との共生　創立10
周年記念誌

清水日本語交流の会 2000.1.9 38 「清水日本語交流の会」の10年のあゆみ、関係者の祝
辞、各日本語コースの紹介、規約、名簿、蔵書リストな
ど。

非売品

24307 多文化共生　－共創・協働－
創立20周年

清水日本語交流の会 2010.1.9 75 「清水日本語交流の会」の20年のあゆみ、関係者の祝
辞、各日本語コースの紹介、規約、表彰、記事など。

非売品

24311 日本語講座　日本の文化・お習
字　日本語でのスピーチ作品集
Ｎｏ．31平成20年度

清水日本語交流の会 清水日本語交流の
会

2009.3. 40 学習者のスピーチ原稿、書道作品を収録。 非売品

24377 介護の仕事を始めよう！　～外
国人のための就職支援講座～

㈶埼玉県国際交流協会㈶埼玉県国際交流
協会

平成23年3月 44 2009年より実施した「介護の仕事に役立つ日本語教
室」開催経緯と内容の紹介。

24317 始動する外国人材による看護・
介護―受け入れ国と送り出し国
の対話

安里和晃・前川典子 笹川平和財団 2009.7. 87 EPAによる看護師介護士の受け入れが始まったことを
受けて開催されたワークショップの報告。受入の制度と
背景、送り出し国（インドネシア・フィリピン）の動向、海
外に（オーストラリア・台湾・シンガポール）おける外国
人材の受入方、日本での受入の現状が報告された。

非売品

24318 ｢生活者としての外国人｣の日本
語能力の測定・評価に関する調
査研究報告書

東京外国語大学 東京外国語大学 平成22.3.31 267 「生活日本語コミュニケーション能力」の測定と評価を
目的とし、OPIを活用した会話データを収集・分析、漫
画表現を素材として日本語母語話者の解釈情報を収
集・分析。

非売品

14099 外国人児童生徒教育の充実方
策について（報告）

初等中等教育におけ
る外国人児童生徒教
育の充実のための検
討会

平成20年6月 59 受入状況、意義、地方公共団体等の役割と責任、就学
支援、適応指導や日本語指導についてまとめられてい
る。

非売品



参考書籍

ナンバー タイトル 著者 発行・出版元 出版年月日 ページ数 内容・概要 購入価格
21013 ボランティアで日本語を教える/基礎知

識・情報から教え方まで
岡本牧子 （株）アルク 2000. 7.30 220 日本語ボランティアの心得と、教えるための具体的

な準備や指導方法などのノウハウをわかりやすくま
とめてある。

2,000円

21014 やってみよう参加型学習/日本語教室の
ための4つの手法～理念と実践～

むさしの参加型学
習実践研究会

（株）スリーエーネット
ワーク

2005. 1.25 136 地域の日本語教室に「共育」と「参加型学習」の理念
を導入し、その実践例（部屋の四隅・フォトランゲー
ジ・いいとこさがし・２頭のロバ）を交流プログラムと
して紹介。

1,200円

21023 日本語教育ブックレット６　地域における
日本語学習支援

独立行政法人　国
立国語研究所

（同左） 2004. 3.31 50 地域の日本語教室における効果的な視聴覚教材の
利用を考える研修会の内容を再編集して収録。地
域の日本語教室の特徴とそれに合わせたビデオ教
材の使用の実践例の紹介、人権・社会の観点から
の地域の日本語教育の考察、心理言語学的観点か
らの視聴覚教材の利用。

非売品

23005 「在日」外国人　35カ国100人が語る「日
本と私」

江崎泰子、森口秀
志　編

（株）晶文社 1989. 9.10 アジア、アメリカ、ヨーロッパ、アフリカ、世界35カ国
から来日した在日外国人約100人にインタビュー
チームが取材をおこない、まとめた記録集。

24012 荻田セキ子を偲んで 『荻田セキ子を偲ん
で』編集委員会

1993. 6. 1 YWCAの活動を中心に、留学生支援に従事した萩
田氏の軌跡について紹介されている。

24019 日本語でボランティア　外国語として日本
語を教えるって?

グループにほんご
でボランティア

スリーエーネットワー
ク

2002.5.9 123 日本語ボランティア入門講座や研修講座を積み重
ねた著者たちによる、日本語ボランティアの入門
書。心構えから実際の教授法まで丁寧に解説して
ある。

998円

24067 日本語でボランティア-外国語として日本
語を教えることって？

グループ にほんご
でボランティア

スリーエーネットワー
ク

2002.5.9 123 これから地域の日本語教室で在住外国人の日本語
学習を支援する人のための、心構え、準備につい
て。

950円

24068 にほんごボランティア手帖 御舘久里恵・仙田
武司・中河和子・吉
田聖子・米瀬治子

アルク 2010.2.25 99 地域社会における日本語教室が目指すべき姿、日
本語ボランティアの基本的役割、対話中心の活動に
ついて記されている。「日本語ボランティア」のあり方
について触れている。

1,200円

24198 外国にルーツをもつ子どもたちへ将来へ
続く道　夢に向かっていっしょに生きよう

日本語教育小委員
会

国際日本語普及協会 平成20年3月 80 子どもたちが「出会い」によって、日本語を学び、学
校や社会で自分の道を切り開いていった10人の元
子どもたちのライフヒストリー。日本語や教科がわか
らない、いじめ等、成人となった彼らが先輩として、
今の子ども達へメッセージを送っている。平成20年3
月に初版が出て、22年12月に第3版を発行し、巻末
資料のデータが更新されている。

非売品

31001 日本語アシスタント教師になろう（オース
トラリア・ニュージーランド）

（株）三修社 1996.11.15 154 オーストラリアとニュージーランドで、ボランティアで
日本語を教えるアシスタント教師の活動について、
ノウハウと実情を詳しく紹介。異文化を体験しなが
ら、国際交流に貢献できるこの仕事を詳しくガイド。

1,800円

14052 まんが　クラスメイトは外国人　－多文化
共生　２０の物語－

「外国につながる子
どもたちの物語」編
集会

㈱明石書店 2009.4.10 171 在日韓国・朝鮮人、日系ボリビア人、ベトナムやクル
ドの難民、フィリピンの移民など、日本には数多くの
「外国につながる子どもたち」が暮らしている。そん
な20人の子どもたちがどのように日本に住み、どの
ような問題と直面しているのか、まんがを通して考え
る。

1,200円

14050 サードカルチャーキッズ　多文化の間で
生きる子どもたち

デビッド・Ｃ．ポロッ
ク＋ルース＝ヴァ
ン・リーケン

㈱スリーエーネット
ワーク

2010.9.23 338 発達段階のかなりの年数を両親の国から離れた文
化圏の中で育った子どもをTCK（サードカルチャー
キッズ、第3文化の子どもたち）。筆者が20年間、
TCKとその家族に接し、様々な角度から複雑なTCK
体験を観察し、考察している。移民とは違い、帰国を
前提とした駐在員等『特権的な生活』（p.39)をしてい
る子どもたちが対象とし、そのような環境で育った子
どもたちに共通するすぐれた能力を明らかにすると
ともに、TCKに共通する「根なし草」「落ち着かない感
覚」を考察。

1,600円

14051 二つの国の狭間で　－中国残留邦人聞
き書き集　第2集－

中国帰国者支援・
交流センター

中国帰国者支援・交
流センター

平成20年7月 243 10名の中国残留婦人のライフストーリーを聞き取り
調査して収録。満州で敗戦を迎え、中国人と結婚し
日中国交回復後帰国を果たしたが「中国でも日本で
も家族のため子どもために」必死で生きた女性たち
の記録。第1集から第5集まで発行され、下記の中国
帰国者支援・交流センターのホームページで公開さ
れている。
Http://www sien center or jp/news/kikikiki02 html

非売品

24300 ボランティアで日本語を教える/基礎知
識・情報から教え方まで

岡本　牧子 ㈱アルク 2000.7.30 220 日本語ボランティアの心得と、教えるための具体的
な準備や指導方法などのノウハウをまとめてある。

2,000円

24381 新ことばの教育論　－いのち・きもち・だ
いちの考察－

宇都宮　裕章 ㈱風間書房 2011.９.３０ 262 生命と倫理と環境を軸に展開する対話的教育につ
いて解説。

2,500円
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参考資料

ナンバー タイトル 著者 発行・出版元 出版年月日 ページ数 内容・概要 購入価格
24080 Q&A外国人・留学生支援「よろず

相談」ハンドブック
永井　弘行 ㈱セルバ出版 2010.10.20 367 外国人や留学生をサポートする関係者や支援者（外国人にアド

バイスする立場の人）が、知っておくとよい知識をまとめた実務
手引書。平成21年7月に公布された改正入管法の改正点につ
いても適宜おりこんでいる。

3,400円

24326 ＡＪＡＬＴ（第25号）25周年記念特別
号　「これからの日本語教師(1)－
これまでに　それぞれ　どんな道を
歩んできたか－」

（公社）国際日本
語普及協会

2002.6.10 80 日本語教育の第一人者である先生方が、日本語教師になった
きっかけ、教授経験、日本語教師へのメッセージを語った特
集。

800円

24327 ＡＪＡＬＴ（第26号）　「これからの日
本語教師(2)　－いま日本語教育
に何が起きているか－」

　 （公社）国際日本
語普及協会

2003.6.18 80 多様化する日本語教育の事例として、日系人の定住化、留学
生のビジネス日本語、インド人IT技術者への日本語教育、イン
ドシナ難民が呼び寄せた高齢者への日本語教育を紹介。

800円

24328 ＡＪＡＬＴ第27号「これからの日本語
教師（3）未来へ広げる活動の舞
台」

（公社）国際日本
語普及協会

2004.6.10 80 これからの日本語教師が果たすべき役割、学習者の視点に
立った日本語教育の在り方、日本語教師の実践能力、ＡＪＡＬＴ
が育んできた日本語教師像についてふれられている。

840円

21028 日本語教材リスト　No．40　2010-
2011

日本語教材リスト編集
委員会

（株）凡人社 2010.11.10 327 無料

23002 自治体の外国人政策－内なる国
際化への取組

駒井洋・渡戸一郎　編 (株)明石書店 1997. 5.31 466 川崎市、横浜市、神奈川県、東京都、浜松市、太田市大泉町、
群馬県、新宿区、豊島区、大阪市、大阪府、最上地域、神戸
市、つくば市、沖縄県の施策と課題についてまとめられている。

5,200円

24013 外国人留学生の100のトラブル解
決マニュアル

（株）凡人社 1996. 4.10 299 留学生・就学生に関わる担当者に役に立つハンドブック。留学
生・就学生を受け入れている大学・日本語学校・自治体へアン
ケート調査を行い、100のトラブルのケースについてその要因を
解説し、解決するためにどのような事前の説明が必要だった
か、どのように対応すべきかをアドバイス。

2,447円

24014 外国人留学生とのコミュニケーショ
ン・ハンドブック　トラブルから学ぶ
異文化理解

大橋敏子・近藤祐一他 （株）アルク 1994. 7. 5 179 留学生、教職員、家主に対するインタビューから30の事例につ
いて、カルチャーアシミレータ（異文化理解のトレーニングの一
種）の形でまとめたもの。外国人留学生が日本の文化・社会・
価値をどのように理解し戸惑っているかを理解することによっ
て、外国人留学生のもつ異文化を理解し、自身の文化も改めて
認識することができる。

1,900円

24237 世界をひらく教育　ＶＯＬ.23 全国海外子女教育・国
際理解教育研究協議
会

㈱創友社 2001.8. 267 「日本語指導のネットワーク化」を特集し、行政とのネットワー
ク、NPO・ボランティアグループとのネットワーク、研究機関等と
のネットワークについてフォーラムの内容がまとめられている。

1,400円

24251 ＡＪＡＬＴ　（第25号）25周年記念特
別号　「これからの日本語教師(1)
－これまでに　それぞれ　どんな
道を歩んできたか－」

（公社）国際日本語普
及協会

（公社）国際日本
語普及協会

2002.6.10 80 日本語教育の第一人者である先生方が、日本語教師になった
きっかけ、教授経験、日本語教師へのメッセージを語った特
集。

800円

24252 ＡＪＡＬＴ　（第26号）　「これからの
日本語教師(2)　－いま日本語教
育に何が起きているか－」

（公社）国際日本語普
及協会

（公社）国際日本
語普及協会

2003.6.18 80 多様化する日本語教育の事例として、日系人の定住化、留学
生のビジネス日本語、インド人IT技術者への日本語教育、イン
ドシナ難民が呼び寄せた高齢者への日本語教育を紹介。

800円

24253 ＡＪＡＬＴ　（第33号）　ことばと文化
をうけつぐ　－越境時代の母語・
継承後教育－

（公社）国際日本語普
及協会

（公社）国際日本
語普及協会

2010.6.18 80 中南米、カナダ・米国、タイでの継承日本語教育、日本におけ
る母語教育の例として、高校の中国語教育、神戸のNPOによる
スペイン語教室、朝鮮学校のバイリンガル教育の事例を紹介
し、日本語と母語の包括的な言語教育の重要性を提言。

800円

24254 ＡＪＡＬＴ　（第33号）　ことばと文化
をうけつぐ　－越境時代の母語・
継承後教育－

（公社）国際日本語普
及協会

（公社）国際日本
語普及協会

2010.6.18 80 中南米、カナダ・米国、タイでの継承日本語教育、日本におけ
る母語教育の例として、高校の中国語教育、神戸のNPOによる
スペイン語教室、朝鮮学校のバイリンガル教育の事例を紹介
し、日本語と母語の包括的な言語教育の重要性を提言。

800円

24329 ＡＪＡＬＴ第27号「これからの日本語
教師（3）未来へ広げる活動の舞
台」

（公社）国際日本
語普及協会

2004.6.10 80 これからの日本語教師が果たすべき役割、学習者の視点に
立った日本語教育の在り方、日本語教師の実践能力、ＡＪＡＬＴ
が育んできた日本語教師像についてふれられている。

840円

24330 ＡＪＡＬＴ第28号「日本語教育にお
ける評価とは」

（公社）国際日本
語普及協会

2005.6.10 72 評価とは何か、何のためにあるのか、どのようなものであるべ
きか、評価の根本についてふれる。

840円

24331 ＡＪＡＬＴ第29号「日本語教師の研
修－現在と未来－」

（公社）国際日本
語普及協会

2006.6.10 72 日本語教師の実践能力向上を目的としてさまざまな研修があ
るが、教師自身はどのような研修を望んでいるのだろうか。研
修の紹介とＡＪＡＬＴが実施したアンケート結果についてふれら
れている。

840円

24332 ＡＪＡＬＴ第32号「生活者のための
日本語教育－当事者の声と提言
－」

（公社）国際日本
語普及協会

2009.6.15 80 生活者という視点に立ち、どのようにシステムを構築し、どのよ
うな日本語が必要か、学習者の声に学ぶ。

840円



参考資料

ナンバー タイトル 著者 発行・出版元 出版年月日 ページ数 内容・概要 購入価格
24235 乳幼児を連れて海外へ赴任される

ご家族の皆様へ　｝大切さをご存
知ですか？

海外子女教育振興財
団　教育相談室

2005.4. 6 母語の保持とその重要性について簡単にQ&Aで解説している
小冊子。

非売品

24235-2 乳幼児を連れて海外へ赴任される
ご家族の皆様へ　母語の大切さを
ご存知ですか？

海外子女教育振
興財団　教育相談
室

2005.4. 6 母語の保持とその重要性について簡単にQ&Aで解説している
小冊子。

非売品

24235-3 乳幼児を連れて海外へ赴任される
ご家族の皆様へ　母語の大切さを
ご存知ですか？

海外子女教育振
興財団　教育相談
室

2005.4. 6 母語の保持とその重要性について簡単にQ&Aで解説している
小冊子。

非売品

24298 （資料1）留学生交流しずおか2009
第16号　
（資料2）留学生のための健康のし
おり
（資料3）JASSO資料

静岡県留学生等交流
推進協議会

48 （資料1）静岡県留学生等交流推進協議会の定期刊行誌。県内
留学生のデータ、留学生支援事業報告。（資料2）JASSO資料、
総ルビ、国保のほか、JASSOの医療補助を紹介。（資料3）
JASSO資料、日英、メルマガの紹介など。

非売品

24387 AJALT第34号「世界は私の教室で
す」Languages for Life

（公社）国際日本語普
及協会

（公社）国際日本
語普及協会

2011.6.10 80 学校型の学習観を超えて生涯学習的な視点から日本語学習を
捉えなおし、そのための支援の場、活動、カリキュラム等につい
て紹介。

840円

24316 ＡＪＡＬＴ　（第33号）　ことばと文化
をうけつぐ　－越境時代の母語・
継承後教育－

（公社）国際日本語普
及協会

（公社）国際日本
語普及協会

2010.6.18 80 中南米、カナダ・米国、タイでの継承日本語教育、日本におけ
る母語教育の例として、高校の中国語教育、神戸のNPOによる
スペイン語教室、朝鮮学校のバイリンガル教育の事例を紹介
し、日本語と母語の包括的な言語教育の重要性を提言。

800円

24352 「生活者としての外国人」に対する
日本語教育の標準的なカリキュラ
ム案について

文化審議会国語分科
会

文化審議会国語
分科会

平成22.5.19 162 平成20年10月から平成平成22年5月にかけて「生活者としての
外国人」に対する日本語教育について行ったものをまとめ、文
化審議会国語分科会（第44回：平成21年5月19日）で了承され
たものです。各地域の現場で実情に沿った日本語教育を具体
的に編成・実施する際に参考になるもの。

非売品

24352 「生活者としての外国人」に対する
日本語教育の標準的なカリキュラ
ム案について

文化審議会国語分科
会

文化審議会国語
分科会

平成22.5.19 162 平成20年10月から平成平成22年5月にかけて「生活者としての
外国人」に対する日本語教育について行ったものをまとめ、文
化審議会国語分科会（第44回：平成21年5月19日）で了承され
たものです。各地域の現場で実情に沿った日本語教育を具体
的に編成・実施する際に参考になるもの。

非売品

24379 ようこそ　にほんごきょうしつへ NPO法人　浜松外国
人子ども教育支援協
会

NPO法人　浜松外
国人子ども教育支
援協会

2011.2 16 １日本語習得の大切さ　２日本の教育システム　３日本語のレ
ベルチェック　について8カ国語でまとめられている。

非売品

24376 中学教科単語帳　（日本語⇔タイ
語）

泉田スジンダ　編 宇都宮大学
HANDSプロジェク
ト

2010.11.30 248 中学校で使う数学・地理・理科（第一、第二分野）の教科書を参
考に、使用頻度の高い単語を集め、日タイ・タイ日に対訳され
ている。

非売品

24402 学校大すき！ 静岡市教育委員会学
校教育課・静岡大学教
育学部

静岡市教育委員
会学校教育課・静
岡大学教育学部

2009年4月 60 静岡市の紹介、日本の教育制度、学校生活で必要なものや学
校生活について紹介されている。冊子は日本語、ポルトガル
語、韓国語、フィリピノ語、中国語、英語がある。静岡市教育委
員会HPからダウンロード可能。

非売品

24403 日本語指導が必要な児童生徒を
迎えるにあたって

静岡市教育委員会学
校教育課・静岡大学教
育学部

静岡市教育委員
会学校教育課・静
岡大学教育学部

2009年4月 10 子どもを迎えるにあたって必要とされる学校体制や心構え、フィ
リピン、中国、ブラジルの学校制度についてわかりやすく紹介し
ている。教員向け参考資料。本資料は静岡市教育委員会HPよ
りダウンロード可能。

非売品

24404 新しい「日本語能力試験」ガイド
ブック（コピー）

（独）国際交流基金・
（財）日本国際教育支
援協会

（独）国際交流基
金・（財）日本国際
教育支援協会

71 2010年より施行されているあたらしい日本語能力試験について
概要や試験内容のねらい等が記載されているガイドライン。
Http://www.jlpt.jp/よりダウンロード可能。

非売品

24268 高校進学ガイドブック　静岡県版
2012年度　（日本語）

浜松NPOネットワークセ
ンター（N-Pocket）

同左 2011.10.28 18 日本の教育制度、高校の種類、費用と奨学金、入試制度等について
の静岡県の事情に沿ってわかりやすく解説されている。（他に日本語、
スペイン語、英語、タガログ語、中国語あり）情報はホームページから
もダウンロード可能。
http://www.n-pocket.sakura.ne.jp/kobo-
Released/tabunka/shizugaku/guidebook

非売品

24405 高校進学ガイドブック　静岡県版
2012年度　（ポルトガル語）

浜松NPOネットワークセ
ンター（N-Pocket）

同左 2011.10.28 18 日本の教育制度、高校の種類、費用と奨学金、入試制度等について
の静岡県の事情に沿ってわかりやすく解説されている。（他に日本語、
スペイン語、英語、タガログ語、中国語あり）情報はホームページから
もダウンロード可能。
http://www.n-pocket.sakura.ne.jp/kobo-
Released/tabunka/shizugaku/guidebook

非売品

24406 高校進学ガイドブック　静岡県版
2012年度　（スペイン語）

浜松NPOネットワークセ
ンター（N-Pocket）

同左 2011.10.28 18 日本の教育制度、高校の種類、費用と奨学金、入試制度等について
の静岡県の事情に沿ってわかりやすく解説されている。（他に日本語、
スペイン語、英語、タガログ語、中国語あり）情報はホームページから
もダウンロード可能。
http://www.n-pocket.sakura.ne.jp/kobo-
Released/tabunka/shizugaku/guidebook

24407 高校進学ガイドブック　静岡県版
2012年度　（英語）

浜松NPOネットワークセ
ンター（N-Pocket）

同左 2011.10.28 18 日本の教育制度、高校の種類、費用と奨学金、入試制度等について
の静岡県の事情に沿ってわかりやすく解説されている。（他に日本語、
スペイン語、英語、タガログ語、中国語あり）情報はホームページから
もダウンロード可能。
http://www.n-pocket.sakura.ne.jp/kobo-
Released/tabunka/shizugaku/guidebook

24408 高校進学ガイドブック　静岡県版
2012年度　（タガログ語）

浜松NPOネットワークセ
ンター（N-Pocket）

同左 2011.10.28 18 日本の教育制度、高校の種類、費用と奨学金、入試制度等について
の静岡県の事情に沿ってわかりやすく解説されている。（他に日本語、
スペイン語、英語、タガログ語、中国語あり）情報はホームページから
もダウンロード可能。
http://www.n-pocket.sakura.ne.jp/kobo-
Released/tabunka/shizugaku/guidebook



参考資料

ナンバー タイトル 著者 発行・出版元 出版年月日 ページ数 内容・概要 購入価格
24409 高校進学ガイドブック　静岡県版

2012年度　（中国語）
浜松NPOネットワークセ
ンター（N-Pocket）

同左 2011.10.28 18 日本の教育制度、高校の種類、費用と奨学金、入試制度等について
の静岡県の事情に沿ってわかりやすく解説されている。（他に日本語、
スペイン語、英語、タガログ語、中国語あり）情報はホームページから
もダウンロード可能。
http://www.n-pocket.sakura.ne.jp/kobo-
Released/tabunka/shizugaku/guidebook



Audio Visual

ナンバー タイトル 著者 発行・出版元 出版年月日 内容・概要 購入価格

24063 日本語指導の基礎　ＤＶＤとＣＤ 三重県国際交流財団 三重県国際交流財団 担任・支援員・ボランティアなどの日本語指導に初めて関わ
る人のために、ポイントをまとめたDVD。日本語指導の基
礎、日本語教育の文法の講義や、実際の日本語・教科指導
の授業の様子を収録。このDVDは市販されていないが、実
費で配布されている。

実費

24302 ようこそ！さくら小学校へ　～み
んな　なかまだ～　ＤＶＤ

(社)国際日本語普及協会 平成14年～
17年度　作
成

ブラジル人児童が主人公となって、小学校生活の場面の会
話、学習や学校関連語彙の紹介、学用品や教科関連の語
彙を、クイズ・映像・音声によって学ぶ適応指導教材。

6,300円

24303 日本への留学及び就職を希望
している方へ　中国人留学生の
ための留学・就職案内

厚生労働省職業安定局
外国人雇用対策課

2006年3月 中国人留学生向け、日本の大学への留学から日本の会社
への就職までの流れを解説。

非売品

24304 日本への留学及び就職を希望
している方へ　中国人留学生の
ための留学・就職案内

厚生労働省職業安定局
外国人雇用対策課

2006年3月 中国人留学生向け、日本の大学への留学から日本の会社
への就職までの流れを解説。

非売品

24305 日本で就職しようとする留学生
の皆さんへ　留学生のための就
職準備ガイド

厚生労働省職業安定局
外国人雇用対策課

2005.2.28 日本での就職について、スケジュールや準備を解説、留学
生OBの談話、留学生を雇用した企業担当者の談話も収
録。

非売品



成人学習者向け教材

ナンバー タイトル 著者 発行・出版元 出版年月日 ページ数 内容・概要 購入価格 備考

24320 あたらしい　じっせんにほんご
　英語版　技術研修編

（公社）国際日
本語普及協会

（公社）国際日
本語普及協会

2006.10.16 107 『じっせんにほんご－技術研修編－』の改訂版。縫製・水産等多様化する職種に対応
し、増加する女性研修生も登場人物に加えた。漢字仮名交じり総ルビとし、事前研修
を修了した人のため会話にレベルアップ編を設けた。

1,575円

24321 外国人研修生のための
日本語－研修場面編（第２版）
－

㈶国際研修
協力機構

㈶国際研修
協力機構

2008.1.21 110 技術、技能を習得し、地域社会で生活し、周囲の人々と良い人間関係を作るために
求められる日本語の中で、特に研修場面での会話を中心に取り上げています。

2,100円

24322 はたらくひとのにほんご
【仕事編：日本語／英語版】

㈶海外職業
訓練協会

2003年3月 104 外国人研修生用に作成。仕事編は機能別（確認・手順・報告・位置・謝罪・禁止など）
9ユニット、介護編5場面、資料としてイラスト付きの分野別の語彙集を収録。各国語
版、及び「生活編」と「仕事編」がある。

2,625円

21017 教科書を作ろう/中等教育
向け　初級日本語素材集　/れ
んしゅう編１

国際交流基金
日本語国際セ
ンター

2001. 6.10 286 国際交流基金日本語国際センターが、海外における日本語教育への支援の一つと
して開発した初級日本語素材集。海外で日本語を勉強する中等教育段階の学習者
向け教材を作成するときの参考となるように制作されている。下記のHPからダウン
ロードできる。
Http://www.jpf.go.jp/j/urawa/j_rsorcs/jrs_04.html

非売品 カセット1本
あり

21018 みんなの日本語　初級Ⅱ
本冊

（株）スリー
エーネット
ワーク編

同左 2002. 2.14 247 初級後半レベル。各国語版の翻訳・解説書、4技能のためのそれぞれの教材、カー
ド・DVDなどの視覚・聴覚教材がそろっている。

2,500円

21023 日本語教育ブックレット６
地域における日本語学習支援

独立行政法人
国立国語研究
所

（同左） 2004. 3.31 50 地域の日本語教室における効果的な視聴覚教材の利用を考える研修会の内容を再
編集して収録。地域の日本語教室の特徴とそれに合わせたビデオ教材の使用の実
践例の紹介、人権・社会の観点からの地域の日本語教育の考察、心理言語学的観
点からの視聴覚教材の利用。

非売品

21027 学習者の発想による
日本語表現文型　例文集～初
級後半から中級にかけて

坂本正 （株）凡人社 1999. 3.20 347 初級から中級レベルで学ぶ約250の表現文型に、それぞれ15～20の例文を集めた例
文集。総収録例文数は3500以上に及ぶ。全ての文が日本語学習者によって考え出さ
れたもので、母語の日本語教師では思いつかないようなユニークな発想に富んでい
る。文型を導入する時の留意点付。文型の導入や口頭練習の教案を考えるとき、「学
習者にわかりやすい例文」を考えるのは大変だが、本冊子はは日本語を母語としな
い日本語教師にも役立つ例文集。

2,600円

21031 しんにほんごのきそⅠ
会話・練習Cイラストシート

(財)海外技術
者研修協会

(株)スリーエー
ネットワーク

1992. 6.25 100 『新日本語の基礎Ⅰ』の25課に対応した視覚教材。A4サイズで会話25枚、練習75
枚。

10,500円

22001 はたらくひとのにほんご
(生活編：日本語/タイ語版）

(財)海外職業
訓練協会

2003.3 147 外国人研修生用に作成。生活用語、自己紹介、数字、カレンダーなど8ユニット、資料
として生活基本語、動詞変化表、見て理解する漢字を収録。
各国語版、及び「生活編」と「仕事編」がある。

3,150円

22008 はたらくひとのにほんご
（仕事編：日本語/タイ語版）

（財）海外職業
訓練協会

2003. 3. 104 外国人研修生用に作成。各国語版、及び「生活編」と「仕事編」がある。 2,625円

21023-2 日本語教育ブックレット７
話しことば教育における学習
項目

独立行政法人
国立国語研究
所

独立行政法人
国立国語研究
所

2005. 3.31 68 話し言葉の学習項目に関する研修会の内容を再編集。言語・非言語項目、機能項
目、音声的項目について、その具体的な指導実践を紹介。

非売品

24017 「レアリア・生教材」アイデ
ア帖

国際交流基金 ㈱スリーエー
ネットワーク

2006.8.1 初級から上級まで使えるレアリア（「本当のもの」）・生教材(身の回りにあるもの)の活
用法を紹介。例えば、薬の袋、レストランのメニュー、チラシ、路線図、占い記事、番
組表、料理のレシピなどを使った教室活動の実践例。

24018 「レアリア・生教材」コレク
ション　CD-ROMブック

国際交流基金 ㈱スリーエー
ネットワーク

2008.2.29 『アイデア帖』の姉妹版。『アイデア帖』で紹介した「レアリア・生教材」をCD-ROMに収
録。食品や薬品のパッケージ、レストランのメニュー、雑誌記事、新聞記事、写真など
約500点の「レアリア・生教材」が入っており、パソコンで表示・再生、印刷できる。

24021 らくらく導入・たのしく練習
・すぐに話せる　　たのしい日
本語

田辺典利子 Japanese
Language
Institute

2008.10.7 164 短時間の学習者が無理なく楽しく学習できるように、イラストによる導入などの工夫が
いっぱい。ALT、日本語研修生、企業研修生への教育現場での試行錯誤の末に出来
上がった導入のためのテキスト。

1,500円

24022 みんなの日本語　初級Ⅰ
本冊

㈱スリーエー
ネットワーク

㈱スリーエー
ネットワーク

1998.3.16 244 一般成人を対象、基本的な文型をやさしいものから難しいものへと積み上げ、聞くこ
と、話すことを中心に学習し、日常生活の生活場面で簡単な会話ができるようにな
る。学習の積み上げが成し得る基礎力を養成する。各国語版の翻訳・文法解説書、
その他の読み物、漢字練習などの副教材も充実している。

2,500円

24023 みんなの日本語　初級Ⅰ
教え方の手引き

㈱スリーエー
ネットワーク

㈱スリーエー
ネットワーク

2009.3.25 257 『みんなの日本語初級Ⅰ』の教師用指導書。各文型の導入と練習の展開が示され、
教師経験の有無にかかわらず、日本語を効果的に教えることが出来るように作られ
ている。Ⅰ部：教科書の使い方、Ⅱ部：各課の文法解説・提出語彙・導入・練習・会
話、Ⅲ部：資料(動詞のグループ、動詞の活用の作り方、学習項目のリスト)からなる。

2,800円

24026 ようこそ清水へ　清水日本
語交流の会15周年記念教材

清水日本語
交流の会

清水日本語
交流の会

2005.5.9 55 授業や自宅での実際の会話をもとに、清水での生活に密着した話題を取り上げたテ
キスト。書類や資料の写真が豊富。第5課は生活情報。

600円

24027 ようこそ清水へ　指導書・
文法資料

清水日本語
交流の会

清水日本語
交流の会

2006.5 96 『ようこそ清水へ』の教師用指導書。前半は各課の文型・語彙の整理と指導ポイント
の解説。後半の日本語文法資料では、ボランティア日本語教育とは、日本語の特
徴、日本語文法、敬語の解説がある。

600円

24028 ようこそ清水へ　学習用ドリル 清水日本語
交流の会

清水日本語
交流の会

2008.5.9 33 『ようこそ清水へ』の副教材、主として文型習得のための学習者用の練習問題集。 600円

24029 にほんご　こんにちは
[かいわ]

(財)大阪市
教育振興公社

(財)大阪市
教育振興公社

2008.6 116 日本語を始めて学ぶ人たちを対象に、「地域の日本語教室への橋渡し」として、必要
度の高い生活場面が選ばれ、生きた日本語、使える日本語を見つけられるように
なっている。会話（ふりローマ字付）とそれに応じた教室活動と復習・練習で構成。

550円

24030 にほんご　こんにちは
　[しりょうしゅう]

(財)大阪市
教育振興公社

(財)大阪市
教育振興公社

33 『にほんごこんにちは[かいわ]』の副教材。ひらがな、カタカナ表、あいさつ、数、基本
語彙（身近な物の名前、趣味、体の名称など）、助数詞、時間、動詞・形容詞がイラス
ト付きでリストアップされている。

200円

24031 にほんご　こんにちは
[ことばノート]

(財)大阪市
教育振興公社

(財)大阪市
教育振興公社

58 『にほんごこんにちは[かいわ]』の本文の言葉や表現の英・中・韓・スペイン語の訳。
日本語にはふりローマ字つき。空欄には自分が分からない言葉を記入して整理し、
自分の「ことばノート」を作る。

250円

24032 あいうえおで日本語
　[学習者用]

(財)大阪市
教育振興公社

(財)大阪市
教育振興公社

平成21年2月 86 日本語が少し話せる人を対象にした、｢テーマ中心｣の日本語学習素材。19のユニッ
トは地域日本語教室の実情を反映し、大阪という地域性も盛り込まれ、日本語を使っ
て一緒に考えたり喋ったりする活動を通じて、人間関係を築いていくきっかけとなるこ
とを目指している。各ユニットはいくつかの小さい話題で構成されている。

300円

24033 あいうえおで日本語
[日本語ボランティア用]

(財)大阪市
教育振興公社

(財)大阪市
教育振興公社

平成17年11月 86 [学習者用]と同じ内容のユニットの後に、各ユニットの｢活動の手引き｣がついてい
て、活動の目的と内容、用意しておくもの、活動の手順が書いてある。

450円

24034 にほんご　45じかん　 沢村三恵子
下田伸子

専門教育出版 2006.4.10 95 日本に滞在するために日本語が必要な人や、日本に興味があり日本語で話をしてみ
たいという人のために、短期間で文法に基づき場面にふさわしい発話が学べる教科
書。学習時間は、45～60時間を想定し、日常生活に困らない程度に話せるようになる
ことをめざす。イラストを多用しているので、楽しみながら学習できる。

1,365円

24035 にほんご　45じかん
解説と翻訳(英語・スペイン語・
ポルトガル語）

沢村三恵子
下田伸子

専門教育出版 2005.2.5 103 『にほんご45じかん』の会話の翻訳と文法の解説が各国語で掲載。 1,890円

24036 にほんご　45じかん
れんしゅうちょう

沢村三恵子
下田伸子

専門教育出版 2005.9.15 84 本編『にほんご45じかん』の学習項目の定着を図るため、各項目のポイントとその基
礎的な練習から運用練習までを順を追って提出、各問題には可能なかぎりのイラスト
を付けてある。解答別冊付き。

1,470円

24040 Painless Japanese 名詞300 仁瓶和美 ケーエフ
プロジェクト

2009.3.3 56 日用品､文房具、学校の言葉など27のグループ別に分かれ、すべてに中国語・韓国
語・英語の訳がついている。イラストを見ながら自然に覚えられる。

500円
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24041 Painless Japanese 動詞100 仁瓶和美 ケーエフ
プロジェクト

2008.8.23 61 基本的な100の動詞について、絵を見ながら動詞の語彙を増やすとともに、活用表を
完成することによって活用形の習得を図る。中国語・韓国語・英語の訳つき。イラスト
を見ながら自然に覚えられる。

500円

24042 Painless Japanese
 形容詞100

仁瓶和美 ケーエフ
プロジェクト

2008.5.3 62 基本的な100の形容詞について、絵を見ながら語彙を増やすとともに、活用表を完成
することによって活用形の習得を図る。中国語・韓国語・英語の訳つき。後半に形容
詞文の文型を使った練習が付いている。

500円

24043 Painless Japanese ひらがな
・かたかな

仁瓶和美 ケーエフ
プロジェクト

2007.7.23 60 書き込み式の練習帳。書き順の数字が付いている。 500円

24044 Painless Japanese 動詞100
・絵カード（カリキュラム付き）

Ｎ．Ｉ．ＫＡＺＵＭＩ ケーエフ
プロジェクト

2004 103 動詞100の絵カードのほか、あいさつ・国・数・ひらがなカタカナ表・教え方の一例がつ
いている。

1,470円

24047 日本語教育文法講義ノート 山下暁美編著 アルク 2009.7.2 167 日本語教育に不可欠な文法知識を、実際に教える活動と結び付け、テキストに書き
込みながら理解を深めることができる。

1,800円

24052 外国人看護師候補者の
ための医療用日本語会話集

（社）静岡県
病院協会

（社）静岡県
病院協会

2009.10.1 72 医療用語の英語対訳集。 非売品

24053 介護のための日本語 （公財）浜松
国際交流協会

（公財）浜松
国際交流協会

2010.2.5 122 日系南米人が介護職への転職を目指し、介護の場面での用語や表現を学ぶための
テキストとして開発。

800円

24054 対話でみがくことばの力
　互いの異なりを活かすグ
ループワーク26

宇都宮裕章
編著

ナカニシヤ出版 2010.5.20 103 グループワークの活動集、子どもから大人まで幅広い年齢に対応できる対話のワー
ク。コミュニケーションを通じて、価値の多様化を共有するとともに、自分自身の言葉
の力を身につける。交流会、ワークショップ、研修などでも使用できる。

1900円

24059 にほんごこれだけ！　１ 庵功雄監修 ココ出版 2010.5.21 95 トピックシラバスで構成、おしゃべり活動の中で、初級文型を繰り返し学ぶことができ
る。初級学習者と地域の日本語支援者向けのテキスト。
サポートサイトに活動例の動画もある。http://www.cocopb.com/koredake/

1,000円

24061 いっぽ　にほんご　さんぽ
　暮らしのにほんご教室　初級
１

にほんごの会
宿谷和子・天
坊千明

㈱スリーエー
ネットワーク

2010.5.17 197 地域の日本語教室向け。教え方のポイントやアドバイスが付いている。CDに音声・語
彙リスト・イラストが収録。

2,400円

24062 考えて、解いて、学ぶ日本
語教育の文法

原沢伊都夫 ㈱スリーエー
ネットワーク

2010.9.17 180 学校で学ぶ「国語文法」とは異なる日本語教育の文法を考えるテキスト。問題を解き
ながら分析的に考え、日本語の文法についての知識を体系的に身につけることがで
きる。全ての問題に解説が付いているので、独習も可能。

1,600円

24079 ことばの説明・文例集　この
言葉、外国人にどう説明す
る？

鈴木智美・春
原憲一郎・星
野恵子・松本
隆・籾山洋介

㈱アスク出版 2008.7.31 191 語彙を説明する時に、簡単な(既習の)ことばと文型で説明したり、わかりやすい例文
を使ったりした実例集。

1,600円

24081 はじめて日本語を教える人
のための　なっとく　知っとく
初級文型５０

岡本牧子　沢
田幸子 安田
乙世

スリーエー
ネットワーク

2009.4.30 241 初級文型の機能と使い方を例文と会話形式の解説で学ぶ。地域の日本語支援者を
始め、日本語教育の文型の理解が深まる。

1,600円

24086 しごとの日本語　ビジネスマ
ナー編

釜渕　優子 ㈱アルク 2008.10.1 135 英・中対応。イラストと漫画でマナーの説明があり、「ポイント」の解説と確認クイズで
理解が深まる。

2,000円

24087 しごとの日本語　電話応対
基礎編

奥村　真希
釜渕　優子

㈱アルク 2009.4.1 157 英・中・韓対応。電話を受けるとき・かけるときの様々な状況について、語彙や表現
チェック、リスニング問題、ロールプレイを通じて練習する。

2,200円

24088 しごとの日本語　メールの
書き方編

奥村　真希
釜渕　優子

㈱アルク 2009.4.1 138 英・中・韓対応。基礎編でビジネスメールの定型・マナー・敬語をまとめ、
実践編で目的別のメールの実例を紹介し、応用編では実際に目的に沿ったメールの
作成が求められている。

2,000円

24097 DVDで学ぶ日本語　エリンが
挑戦！　にほんごできます。vｏ
ｌ．１

国際交流基金 ㈱凡人社 2007.6.30 198 海外で日本語を学ぶ中・高校生向けの、視聴覚教材。国際交流基金のWEBでも公開
されている。
Https://www.erin.ne.jp/jp/

2,400円

24098 DVDで学ぶ日本語　エリンが
挑戦！　にほんごできます。vｏ
ｌ．２

国際交流基金 ㈱凡人社 2007.9.30 208 海外で日本語を学ぶ中・高校生向けの、視聴覚教材。国際交流基金のWEBでも公開
されている。
Https://www.erin.ne.jp/jp/

2,400円

24099 DVDで学ぶ日本語　エリンが
挑戦！　にほんごできます。vｏ
ｌ．３

国際交流基金 ㈱凡人社 2007.10.10 266 海外で日本語を学ぶ中・高校生向けの、視聴覚教材。国際交流基金のWEBでも公開
されている。
Https://www.erin.ne.jp/jp/

2,400円

24112 新聞からコミュニケーションへ
　－新聞等によく使われる必
須表現例文集Ⅰ－

政田　寛子 （公社）
国際日本語普
及協会

2006.3.31 31 新聞の語彙や表現の解説。 非売品

24113 ３級編　例文で学ぶ漢字と
言葉

西口　光一 ㈱スリーエー
ネットワーク

2007.5.21 119 漢字を例文の中の語彙として学ぶ。基本的な漢字69文字の書き方を学習した後、留
学生イー・アイリンさんを主人公にした物語を読み、漢字が語彙や文章の中でどのよ
うに使われるかを学ぶ。

1,300円

24114 ニューアプローチ中級日本語
[基礎編]改訂版

日本語研究社　㈲日本語
研究社

2004.3.15 239 初級から中級への橋渡しを目指し、4技能がバランス良く習得できるように意図されて
いる。

2,835円

24115 例文で学ぶ漢字と言葉
－4級漢字・3級漢字・2級漢字

大阪大学
留学生セン

134 漢字を例文の中の語彙として学ぶことを意図して作成された教科書。 非売品

24116 みんなの日本語　初級Ⅰ本冊 ㈱スリーエーネ㈱スリーエー
ネットワーク

1999.10.29 244 初級前期の教科書、多様な学習者に対応。各国語版の翻訳・解説書、4技能のため
のそれぞれの教材、カード・DVDなどの視覚・聴覚教材がそろっている。

2,500円

24117 みんなの日本語初級Ⅰ漢字
　英語版

新矢麻紀子
古賀千世子
高田亨　御子
神慶子

㈱スリーエー
ネットワーク

2000.2.8 159 漢字を始めて学ぶ外国人が、楽しく効果的に学べるように工夫されている。『みんな
の日本語初級Ⅰ』に準拠、能力試験4級と3級相当。

1,800円

24118 新日本語の基礎Ⅰ本冊
漢字かなまじり版

海外技術者研
修協会　編集

㈱スリーエー
ネットワーク

1999.2.10 240 初級前期の教科書　技術研修生向け 2,505円

24119 新日本語の基礎Ⅰ　〈本冊
　ローマ字版〉

海外技術者研
修協会　編集

㈱スリーエー
ネットワーク

1991.5.10 241 初級前期の教科書　技術研修生向け　ローマ字表記のテキスト 2,580円

24120 新日本語の基礎Ⅰ分冊
韓国語訳

海外技術者研
修協会　編集

㈱スリーエー
ネットワーク

1990.9.10 151  『新日本語の基礎Ⅰ本冊』に準拠し、各課の新出語彙、関連語彙、 文型、例文、会
話などが各国語で訳されている。

1,550円

24121 新日本語の基礎Ⅰ分冊
中国語訳

海外技術者研
修協会　編集

㈱スリーエー
ネットワーク

1990.1.31 151  『新日本語の基礎Ⅰ本冊』に準拠し、各課の新出語彙、関連語彙、 文型、例文、会
話などが各国語で訳されている。

1,550円

24122 新日本語の基礎Ⅰ分冊
　ロシア語訳

海外技術者研
修協会　編集

㈱スリーエー
ネットワーク

1992.1.8 151  『新日本語の基礎Ⅰ本冊』に準拠し、各課の新出語彙、関連語彙、 文型、例文、会
話などが各国語で訳されている。

1,550円

24123 新日本語の基礎Ⅰ分冊
　タイ語訳

海外技術者研
修協会　編集

㈱スリーエー
ネットワーク

1990.2.10 151  『新日本語の基礎Ⅰ本冊』に準拠し、各課の新出語彙、関連語彙、 文型、例文、会
話などが各国語で訳されている。

1,550円

24124 新日本語の基礎Ⅰ分冊
インドネシア語訳

海外技術者研
修協会　編集

㈱スリーエー
ネットワーク

1990.2.10 151  『新日本語の基礎Ⅰ本冊』に準拠し、各課の新出語彙、関連語彙、 文型、例文、会
話などが各国語で訳されている。

1,550円

24125 新日本語の基礎Ⅰ分冊
スペイン語訳

海外技術者研
修協会　編集

㈱スリーエー
ネットワーク

1991.10.25 151  『新日本語の基礎Ⅰ本冊』に準拠し、各課の新出語彙、関連語彙、 文型、例文、会
話などが各国語で訳されている。

1,550円

24126 新日本語の基礎　　漢字
練習帳Ⅰ　スペイン語版

㈱スリーエー
ネットワーク
編集

㈱スリーエー
ネットワーク

1994.10.3 205 非漢字圏学習者向け。漢字の成り立ちを理解したあと、『新日本語の基礎Ⅰ』に沿っ
て、漢字の読み方、筆順、用例を効果的に習得できる。

1,748円

24127 新日本語の基礎Ⅰ カセット
テープ8本

海外技術者研
修協会　編集

㈱スリーエー
ネットワーク

1990.6.20 『新日本語の基礎Ⅰ』の聴覚教材。 16,480円

24128 日本語指導教材　にほんご
を　まなぼう　教師用指導書

文部省 ㈱ぎょうせい 平成4.9.1 350 文部省が外国人児童生徒ができるだけ早く日本の学校生活に適応できることを願い
作成した、日本語による日本語教材「にほんごをまなぼう」の教師用指導書。

2,700円

24136 ＳＩＴＵＡＴＩＯＮＡＬ　ＦＵＮＣＴ
ＩＯＮＡＬ　ＪＡＰＡＮＥＳＥ　ＶＯＬ
ＵＭＥ　１：ＮＯＴＥＳ

筑波ランゲー
ジグループ

㈱凡人社 1999.5.20 235 英語圏学習者向け、機能・場面シラバスのテキスト。 3,000円

24137 ＳＩＴＵＡＴＩＯＮＡＬ　ＦＵＮＣＴＩ
ＯＮＡＬ　ＪＡＰＡＮＥＳＥ　ＶＯＬＵ
ＭＥ　２：ＮＯＴＥＳ

筑波ランゲー
ジグループ

㈱凡人社 2000.8.25 261 英語圏学習者向け、機能・場面シラバスのテキスト。 2,800円
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24138 ＳＩＴＵＡＴＩＯＮＡＬ　ＦＵＮＣＴ
ＩＯＮＡＬ　ＪＡＰＡＮＥＳＥ　ＶＯＬ
ＵＭＥ　３：ＮＯＴＥＳ

筑波ランゲー
ジグループ

㈱凡人社 2001.2.20 271 英語圏学習者向け、機能・場面シラバスのテキスト。 2,800円

24139 ＳＩＴＵＡＴＩＯＮＡＬ　ＦＵＮＣ
ＴＩＯＮＡＬ　ＪＡＰＡＮＥＳＥ　教師
用指導書（改訂版）

筑波ランゲー
ジグループ

㈱凡人社 2000.2.25 243 英語圏学習者向け、機能・場面シラバスのテキストの教師用指導書。 3,000円

24140 日本語事始　｛外国人のた
めの自学自習用日本語教材
（中国語版）｝

編集　水谷　修　日本語教育振
興協会

1996.3.31 112 中国語母語話者向け、全くのゼロレベルから、サバイバルのための表現を自習する
ための教材。

非売品

24141 日本語事始　｛外国人のた
めの自学自習用日本語教材
（中国語版）カセットテープ｝

日本語教育振
興協会

中国語母語話者向け、全くのゼロレベルから、サバイバルのための表現を自習する
ための教材。

24142 日本語事始　｛外国人のた
めの自学自習用日本語教材
（韓国語版）｝

編集　水谷　修　日本語教育振
興協会

1997.3.31 112 韓国語母語話者向け、全くのゼロレベルから、サバイバルのための表現を自習する
ための教材。

非売品

24143 日本語事始　｛外国人のた
めの自学自習用日本語教材
（韓国語版）カセットテープ｝

日本語教育振
興協会

韓国語母語話者向け、全くのゼロレベルから、サバイバルのための表現を自習する
ための教材。

24144 日本語事始　｛外国人のた
めの自学自習用日本語教材
（英語版）｝

編集　水谷　修　日本語教育振
興協会

1998.3.31 112 英語母語話者向け、全くのゼロレベルから、サバイバルのための表現を自習するた
めの教材。

非売品

24145 日本語事始　｛外国人のた
めの自学自習用日本語教材
（英語版）カセットテープ｝

日本語教育振
興協会

英語母語話者向け、全くのゼロレベルから、サバイバルのための表現を自習するた
めの教材。

24162 はじめての日本語教育・１
日本語教育の基礎知識

高見澤　孟
監修

㈱アスク 2001.4.1 263 教授法、文法、言語学などの日本語教育の基本となる用語をわかりやすく解説。 1,900円

24163 はじめての日本語教育・１
日本語教育の基礎知識

高見澤　孟
監修

㈱アスク 2001.4.1 263 教授法、文法、言語学などの日本語教育の基本となる用語をわかりやすく解説。 1,900円

24164 はじめての日本語教育・２
　日本語教授法入門

高見澤　孟　 ㈱アスク 2001.3.1 183 初級レベルの学習者を対象とし、発音、会話の教え方を［導入→定着→実践］の段階
を追って解説。ビデオあり。

1,900円

24165 はじめての日本語教育・２
　日本語教授法入門

高見澤　孟　 ㈱アスク 2001.4.1 183 初級レベルの学習者を対象とし、発音、会話の教え方を［導入→定着→実践］の段階
を追って解説。ビデオあり。

1,900円

24166 人と人とをつなぐ　日本語
クラス　アクティビティ50

中村律子　浅
見かおり
金子広幸　宮
﨑妙子

㈱アスク 2007.2.26 151 コミュニケーション活動中心で、生きた日本語を使いながら、学習に協力的な雰囲気
作り、学習者が主体的にクラスに参加し学べる環境作りを助ける。巻末に、アクティビ
ティ用ワークシートや、主な使用表現・文型・文法項目別さくいん、レベル別索引つ
き。

1,800円

24167 日本語教師必携　すぐに
使える「レアリア・生教材」アイ
デア帖

国際交流基金 ㈱スリーエー
ネットワーク

2007.2.13 229 食品のパッケージ、雑誌広告、漫画、テレビ欄など「本当の物」=「レアリア」を使った、
効果的な日本語の教え方を紹介。学習者のレベルに合わせ、「物」のもつ魅力の面
から生まれた発想やアイデアを豊富に掲載。

1,800円

24168 日本語教師必携　すぐに
使える「レアリア・生教材」コレ
クションＣＤ－ＲＯＭブック

国際交流基金 ㈱スリーエー
ネットワーク

2008.2.29 90 実物の教材がCD-ROMの中に集められているので、印刷してすぐに使える。 3,000円

24169 日本語教授法 石田　敏子 ㈱大修館書店 1991.10.10 272 これから日本語教師になろうとする人々のために書き下したな入門書。具体的な指
導法を中心に、生徒の評価法や教師の心構え、さらに日本語教育の歴史や外国語
教授法の概要など。

2,266円

24170 直接法で教える日本語 東京外国語大
学　留学生
日本語教育セ
ンター　指導
書研究会

東京外国語
大学出版会

2009.5.25 494 初級の文型を直接法で教えるためのマニュアルと教材。DVDに絵カードなどの教材
を収録。直接法による初級レベルの日本語指導について丁寧に解説してあり、初級
文型導入の基本がよくわかる。教育実習の教案に悩んでいる方や初めて教える方に
も、豊富な例文と433枚のカラーの絵教材が授業準備に役立つ。他社の日本語教科
書、教室活動参考書との対照表、学習者用eラーニング教材も充実。

3,200円

24175 Ｎｏｗ　Ｙｏｕ’ｒｅ　Ｔａｌｋｉｎｇ
　Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｃｏｎｖｅｒｓａｔｉｏｎ
ｆｏｒ　Ｂｅｇｉｎｎｅｒｓ

宮崎　道子
郷司　幸子

㈱スリーエー
ネットワーク

2007.4.25 150 英語母語話者向け、サバイバル日本語の習得、同時に、日本人の英語学習にも使え
る。

1,900円

24176 〔改訂版〕話そう考えよう初
級日本事情

福岡日本語セ
ンター
「日本事情」プ
ロジェクト

㈱スリーエー
ネットワーク

2006.7.24 72 成人向けの日本事情(日本の生活や社会)のテキスト。初級～中級レベルの日本語を
使用して、日本社会の知識を身につけ、読んだり話したりすることで、さらに日本語能
力を発展させることを意図している。

1,000円

24177 日本語　おしゃべりのたね 沢田幸子　武
田みゆき
福家枝里　三
輪香織

㈱スリーエー
ネットワーク

2007.5.1 130 地域の日本語教室で学ぶ学習者とボランティアが、楽しく「おしゃべり」をしながら日
本語を学ぶためのテキスト。全20のユニットには、会話のネタとして「おしゃべりのた
ね（質問・イラスト・グラフなど）」が60以上ある。また初級レベルの40文型を盛り込
み、学習者が日本語を「きちんと」学びたい場合も対応できる。

1,600円

24180 話しながら学べる生活の
日本語　すきなもの・すきなこ
と　1

広瀬万里子
大森瑳子

ＴＩＪ東京日本
語研修所

1999.11.1 145 全10課。ひとつの課は2～4のセクションに分かれていて各セクションで、ある意味・発
想を伝える文型・文法を使えるようにしながら短い会話をできるようにし、課を終えた
後でその課の話題をめぐって少し長い会話ができるように構成されている。

1,600円

24181 ゼロからスタート　にほんご
会話　入門

Jリサーチ
出版編

Jリサーチ出版 2009.10.10 183 CD付入門教科書。実際の会話に即した自然な表現、豊富な例文。食事・買い物・目
的地への移動など、サバイバル場面を重点的に学習。文法と語彙・表現を積み上げ
ながら、日本語の基礎が着実に身につく。会話と語彙と練習の指示に英・中・ポルト
ガル語の訳が付いている。独習にも活用できる。「入門」「初級」が出版済、「中級」
「上級」の出版予定あり。

1,400円

24182 自由自在に話せる独学
日本語Ⅰ　－中国語版－

有馬　俊子 ㈱凡人社 2006.1.20 232 中国語母語者向け、ゼロ初級から、独習に対応。新出語彙にアクセント記号、中国語
対訳の文法説明が付き、絵やCDによる練習可能。Ⅰは1～16課、Ⅱ（初級）は17課～
30課、Ⅲ（中級前半）は31～50課。

2,400円

24183 にほんご宝船　教える人の
ための知恵袋

春原憲一郎
監修

㈱アスク出版 2008.4.11 119 「いっしょに学ぶ活動集」対応、日本語ボランティアのための、活動指南書。どのよう
に活動を進めていくか、また活動するにあたっての注意点などを分かりやすく解説。
日本語教育の知識がなくてもすぐに使える、一般的な表現と分かりやすい解説。50ユ
ニット＋文法補足解説。
「宝船」専用サイト参照：http://www.nihongo-ask.jp/takarabune/

2,000円

24184 にほんご宝船　いっしょに作
る活動集

春原憲一郎
監修

㈱アスク出版 2008.7.1 111 生活に必要な情報や日々感じていることなどを、ボランティアと外国人が語りながら
自分のページを創っていく。 「話す」＋「聞く」＋「書き込む」＋「貼り付ける」で、世界に
たった一つの日本生活帳のできあがり。レベルは設けず、学習者のレベルやニーズ
に合わせて様々に使えるワークブック。「わたしの家族を紹介します！」「非常事
態！」「旅・旅行・ドライブ」など50ユニット。
「宝船」専用サイト参照：http://www.nihongo-ask.jp/takarabune/

1,000円

24185 にほんご　45じかん 沢村三恵子
下田伸子

㈱専門教育
出版

2006.4.10 95 日本に滞在するために日本語が必要な人や、日本に興味があり日本語で話をしてみ
たいという人のために、短期間で文法に基づき場面にふさわしい発話が学べる教科
書。学習時間は、45～60時間を想定し、日常生活に困らない程度に話せるようになる
ことをめざす。イラストを多用しているので、楽しみながら学習できる。

1,365円

24186 にほんご　45じかん 沢村三恵子
下田伸子

㈱専門教育
出版

2006.4.10 95 日本に滞在するために日本語が必要な人や、日本に興味があり日本語で話をしてみ
たいという人のために、短期間で文法に基づき場面にふさわしい発話が学べる教科
書。学習時間は、45～60時間を想定し、日常生活に困らない程度に話せるようになる
ことをめざす。イラストを多用しているので、楽しみながら学習できる。

1,365円

24190 らくらく導入・たのしく練習・
すぐに話せる　　たのしい日本
語

田辺典利子 Japanese
Language
Institute

2008.10.7 164 短時間の学習者が無理なく楽しく学習できるように、イラストによる導入などの工夫が
いっぱい。ALT、日本語研修生、企業研修生への教育現場での試行錯誤の末に出来
上がった導入のためのテキスト。

1,500円



成人学習者向け教材

ナンバー タイトル 著者 発行・出版元 出版年月日 ページ数 内容・概要 購入価格 備考

24191 日本語入門テキスト
やらまいか日本語

浜松市地域日
本語教育推進
委員会

平成9年3月 65 浜松市作成の日本語入門テキスト。ひらがな・ローマ字表記、全10課、ゼロ初級から
サバイバルのレベル。イラストが多い。浜松市の地域事情に偏って編集されていない
ので、どの地域でも使用可能。

非売品

24197 絵で学ぶ日本語入門
英語版

アジア福祉教
育財団

平成20.1.22 63 英語対訳付の日本文化紹介。日本の地理、歴史、祝日・行事、昔話等が紹介され、
英語対訳が付いている。

非売品

24202 こうべを楽しもう 神戸国際協力
交流センター

神戸国際協力
交流センター

平成20年3月 105 成人向け、地域（神戸）に根差した教材。写真やイラストが多く話題を提供することに
重点が置かれているので、学習者とボランティアが話し合ったり、調べたり、街へ出て
体験したりして、さらに日常生活に必要な情報を得ることを想定している。資料編で
は、参考資料、授業の進め方、情報のアクセス先、6か国語の語彙集を収録。

非売品

24204 活動＆ことばのガイドブック
　ＡＣＴＩＯＮ　ポルトガル語版

牧野　真也
監修

（社）青年海外
協力協会

2008年3月 137 海外へ派遣された日本人のボランティアが、現地語で活動（技術分野）するためのテ
キスト。

非売品

24205 活動＆ことばのガイドブック
ＡＣＴＩＯＮ　ラオス語版

鈴木　玲子
監修

（社）青年海外
協力協会

2008年4月 147 海外へ派遣された日本人のボランティアが、現地語で活動（技術分野）するためのテ
キスト。

非売品

24206 活動＆ことばのガイドブック
ＡＣＴＩＯＮ　タイ語版

宇戸　清治
監修

（社）青年海外
協力協会

2008年3月 155 海外へ派遣された日本人のボランティアが、現地語で活動（技術分野）するためのテ
キスト。

非売品

24207 活動＆ことばのガイドブック
　ＡＣＴＩＯＮ　スワヒリ語版

中島　　久
監修

（社）青年海外
協力協会

2009年3月 145 海外へ派遣された日本人のボランティアが、現地語で活動（技術分野）するためのテ
キスト。

非売品

24208 活動＆ことばのガイドブック
　ＡＣＴＩＯＮ　カンボジア語版

上田　広美
監修

（社）青年海外
協力協会

2009年3月 137 海外へ派遣された日本人のボランティアが、現地語で活動（技術分野）するためのテ
キスト。

非売品

24209 活動＆ことばのガイドブック
　ＡＣＴＩＯＮ　ベトナム語版

宇根　祥夫
監修

（社）青年海外
協力協会

2009年3月 145 海外へ派遣された日本人のボランティアが、現地語で活動（技術分野）するためのテ
キスト。

非売品

24213 日本語　ＢＡＳＩＣＯ　Ⅰ 91 ポルトガル語母語話者、成人の初級日本語教科書。動詞の活用、漢字も学ぶ。日本
語⇔ポルトガル語の翻訳の練習がある。

非売品

24214 《もうぶ》の動詞ポケットカード 青木明美　大
倉玲子　小林
節子　田中恵
子　永井友子

もうぶ日本語
研究会

2005年3月 個人レッスンや自習用の名刺サイズのカード。 500円

24215 《もうぶ》の形容詞ポケット
カード

青木明美　大
倉玲子　小林
節子　田中恵
子　永井友子

もうぶ日本語
研究会

2005年3月 個人レッスンや自習用の名刺サイズのカード。 500円

24216 にほんご21　（ベトナム語版） 日本国際協力
センター　編

（独）　国際協
力

平成17年3月 235 研修員と研修を受け入れる日本人のための携帯用日本語会話集。 非売品

24217 新にほんご21　（スペイン語
版）

日本国際協力
センター　編

（独）　国際協
力

平成18年3月 99 研修員と研修を受け入れる日本人のための携帯用日本語会話集。 非売品

24218 新にほんご21　（スペイン語
版）

日本国際協力
センター　編

（独）　国際協
力

平成18年3月 99 研修員と研修を受け入れる日本人のための携帯用日本語会話集。 非売品

24219 新にほんご21　（スペイン語
版）

日本国際協力
センター　編

（独）　国際協
力

平成18年3月 99 研修員と研修を受け入れる日本人のための携帯用日本語会話集。 非売品

24220 新にほんご21　（スペイン語
版）

日本国際協力
センター　編

（独）　国際協
力

平成18年3月 99 研修員と研修を受け入れる日本人のための携帯用日本語会話集。 非売品

24221 実力アップ！　日本語能力
試験　1級

松本　節子、
星野　恵子

ＵＮＩＣＯＭ　Ｉｎｃ．1993.10.20 312 研修員と研修を受け入れる日本人のための携帯用日本語会話集。 1,980円

24222 日本語教育演習シリーズ①
　教えるためのことばの整理
Ｖｏｌ．1

丸山　敬介 京都日本語教
育センター

2000.4.10 196 指導者にとって必要となる初級の文法表現を中心とした言語知識の整理。ひらがな、
カタカナ、発音に関する基本事項、動詞と形容詞の分類と日本語教育での呼称、助
詞。

2,300円

24223 日本語教育演習シリーズ②
　教えるためのことばの整理
Ｖｏｌ．2

丸山　敬介 京都日本語教
育センター

2001.7.10 169 指導者にとって必要となる初級の文法表現を中心とした言語知識の整理。「ほしい」
「～たい」の希望・願望表現、「できる」可能の表現、「～ている」などの補助動詞の
「時」（アスペクト・テンス）に関する表現、受け身・使役、条件。

1,900円

24224 日本語教育演習シリーズ③
　さまざまな表現　Ｖｏｌ．1

丸山　敬介 京都日本語教
育センター

2001.7.10 152 指導者にとって必要となる初級から中級の文法表現を中心とした言語知識の整理。
接続、許可・不許可、働きかけ、「行く」「来る」「わかる」「知る」などの基本的な動詞の
意味と使い方。

1,900円

24225 日本語教育演習シリーズ④
　さまざまな表現　Ｖｏｌ．2

丸山　敬介 京都日本語教
育センター

1995.5.1 176 指導者にとって必要となる初級から中級の文法表現を中心とした言語知識の整理。
「まだ」「もう」などの副詞的な語彙や表現、「だけ」「しか」などのとりたて詞など。

2,300円

24226 日本語教育演習シリーズ⑤
　教え方の基本

丸山　敬介 京都日本語教
育センター

2000.4.10 242 かなの指導、助数詞の指導、活用練習、ドリル、レベル別・技能別指導法、などの具
体的な指導方法を学ぶ。なお６巻は、５巻の内容を発展的に補足する内容となってお
り、コースのデザインから教案作成、実際の指導までを中心的に扱っている。

2,400円

24227 日本語教育ブックレット５
論理的文章作成能力の育成
に向けて

（独）　国立国
語研究所

（同左） 2004. 3.31 59 「論理的文章作成能力の育成に向けて」という研修における、講演と報告の文字おこ
し原稿を再編集したもの。留学生・一般日本人大学生・年少者の作文教育について、
実践例（課題、シラバス、教材）を紹介。

非売品

24228 日本語教育ブックレット９
教室活動における「協働」を考
える

（独）　国立国
語研究所

（同左） 2007.3.30 50 教室活動における「協働」に関する研修会の内容を再編集。協働の定義と効果、学
習者間の協働を促進するために何をすべきかについて、実践例を紹介

非売品

24229 国際交流基金　日本語教
授法シリーズ第1巻　日本語教
師の役割／コースデザイン

国際交流基金 ㈱ひつじ書房 2006.9.25 67 日本語教師としての仕事を振り返り、教師の役割を考え直す。教師として理解してお
くべきことをコースデザインという広い枠で捉えなおし、学習者の特性、教師の特性、
シラバス、教授法、教材教具などについて考察する。

580円

24230 国際交流基金　日本語教
授法シリーズ第5巻　聞くことを
教える

国際交流基金 ㈱ひつじ書房 2008.2.15 129 聴解指導について、「どのように聞くか」を支援することを重視し、「モニターする」「予
測する」「推測する」などのストラテジーを積極的に導入した教え方を紹介。自然なイ
ンプットの少ない海外において聴解指導について工夫すべきことを考える。

1,000円

24231 国際交流基金　日本語教
授法シリーズ第6巻　話すこと
を教える

国際交流基金 ㈱ひつじ書房 2007.1.31 107 会話の指導について、話すプロセスやコミュニケーション能力など会話能力に関連す
る理論と、実際の教室活動を結びつけて整理し、学習者自身の活動を追求する。日
本語に触れる機会が少ない学習者の話す力をいかに伸ばすか、初級から超級まで
の各レベルに応じて、普段の授業に活動を無理なく取り入れる方法を考える。

800円

24232 国際交流基金　日本語教
授法シリーズ第7巻　読むこと
を教える

国際交流基金 ㈱ひつじ書房 2006.6.22 78 読解指導について、初級から中級レベルまで、いずれの段階の学習者でも読む目的
に応じて多様な読み方ができるようになる活動や、それを取り入れた授業の進め方
について考える。

700円

24233 国際交流基金　日本語教
授法シリーズ第9巻　初級を教
える

国際交流基金 ㈱ひつじ書房 2007.3.31 78 初級の学習者に身につけさせたい能力とは何かを考え、その能力を育てる授業実践
のために、目標の設定、学習項目の分析、授業の組み立てなど、ポイントを1つ1つ丁
寧に見直していき、各自の教育現場への応用を具体的に考える。

700円

24234 ＮＡＦＬ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　日本語
教師養成通信講座　1　外国語
教育としての日本語教育

奥田　邦男
奥田　久子

㈱アルク 1991年12月 98 通信教育教材、日本語教育概論。 非売品

24351 外国人と対話しよう！
　にほんごボランティア手帖
すぐに使える活動ネタ集

吉田　聖子 ㈱凡人社 2011.4.15 137 日本語のテキストではなく、それに代わる「対話中心の活動」をつくる手引き書です。
30を超えるトピックに沿った活動例とそこで活用するためのツールが掲載されていま
す。

1,400円

24354 はたらくひとのにほんご
　【仕事編：日本語／中国語
版】

㈶海外職業
訓練協会　編

㈶海外職業訓
練協会

2003年3月 104 外国人研修生用に作成。仕事編は機能別（確認・手順・報告・位置・謝罪・禁止など）
9ユニット、介護編5場面、資料としてイラスト付きの分野別の語彙集を収録。各国語
版、及び「生活編」と「仕事編」がある。

2,625円

24356 新完全マスター漢字　日本
語能力試験N1

石井怜子　代表㈱スリーエー
ネットワーク

2010.10.12 197 『完全マスター漢字日本語能力試験1級レベル』の改訂版。学習する漢字と漢字の言
葉の範囲を見直して、新たにいくつかの語と漢字の読み方を加えた。N2と合わせて
使用すると効果あり。

1,200円 別冊付
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24357 新完全マスター語彙
日本語能力試験N1

伊能裕晃、
本田ゆかり、
来栖里美、前
坊香菜子、阿
保きみ枝、宮
田公治

㈱スリーエー
ネットワーク

2011.6.20 184 実力養成編と模擬試験から構成されている。実力養成編は話題別、性質別に言葉が
学べるようになっている。

1,200円 別冊付

24358 新完全マスター聴解
日本語能力試験N1

中村かおり、
福島佐知、友
松悦子

㈱スリーエー
ネットワーク

2011.5.27 89 日本語能力試験N1の形式別に一つずつ身につけられるようにまとめたもの。「問題
紹介」で、問題の形式とその解法を概観する。次に「実力養成編」で、問題形式別に、
必要なスキルを身につけるための学習をし、最後に「模擬試験」で、実際の試験と同
じ形式の問題を解いてみることによって、どのくらい力がついたかを確認するような構
成になっている。

1,600円 別冊及び
CD2枚付

24359 新完全マスター文法
日本語能力試験N1

友松悦子、
福島佐知、中
村かおり

㈱スリーエー
ネットワーク

2011.6.20 180 日本語能力試験N1の対策用。「問題紹介」で、問題の形式とその解法を概観する。
次に「実力養成編」で、三つの問題形式別に、必要な言語知識を身につけるための
学習をし、最後に「模擬試験」で、実際の試験と同じ形式の問題を解いてみることに
よって、どのくらい力がついたかを確認するような構成になっている。

1,200円 別冊付

24360 新完全マスター読解
日本語能力試験N1

福岡理恵子、
清水知子、初
鹿野阿れ、中
村則子、田代
ひとみ

㈱スリーエー
ネットワーク

2011.8.23 207 日本語能力試験N1の対策用。「実力養成編」3部と「模擬試験」で構成されている。実
際の試験と同じ形式の問題を解いてみることによって、どのくらい力がついたかを確
認する構成になっている。

1,400円 別冊付

21023-3 日本語教育ブックレット８
　作文教育における日本語教
師と大学専門教員との協力の
ために

（独）国立国語
研究所

（独）国立国語
研究所

2005. 3.31 47 留学生の文章能力能力の向上について研修会の内容を再編集。作文教育において
日本語教員と大学専門教員それぞれの視点の違いを明らかにし、協力して指導に当
たる実践例を紹介。

非売品

24361 新完全マスター漢字
日本語能力試験N2

石井怜子
代表著者

㈱スリーエー
ネットワーク

2010.10.20 121 『完全マスター漢字日本語能力試験2級レベル』の改訂版。2級漢字をN2レベルとして
いるがさらに旧1級漢字の中で使用頻度が高く基本的な語を構成する28字をN2レベ
ルとしている。漢字の知識をより応用の利くものにするための練習を加えている。

1,400円 別冊１・２
付、
CD1枚付

24362 新完全マスター聴解
日本語能力試験N2

中村かおり、
福島佐知、友
松悦子

㈱スリーエー
ネットワーク

2011.6.8 103 日本語能力試験N2の対策用。「問題紹介」で、問題の形式とその解法を概観します。
次に「実力養成編」で、問題形式別に、必要なスキルを身につけるための学習をし、
最後に「模擬試験」で、実際の試験と同じ形式の問題を解いてみることによって、どの
くらい力がついたかを確認するような構成になっている。

1,600円 別冊付、
CD2枚付

24299 多文化共生時代の日本語
教育　日本語の効果的な教え
方・学び方

縫部　義憲 瀝々社 平成17.3.25 178 地域の日本語教室などで使える実践方法（音声・文字・文型・聴解会話・読解の指導
方法）やコミュニケーション態度を紹介。

1,800円

24301 韓国語から見えてくる日本
語　～韓流日本語鍛錬法～

松本　　隆 ㈱スリーエー
ネットワーク

2008.2.1 108 韓国語と日本語の共通点や違いについて書かれていてる。韓国語を鏡にして日本語
の特徴を説明していく。

1,000円

24363 新完全マスター文法　日本
語能力試験N2

友松悦子、福
島佐知、
中村かおり

㈱スリーエー
ネットワーク

2011.7.20 211 日本語能力試験N2の対策用。「問題紹介」で、問題の形式とその解法を概観します。
次に「実力養成編」で、三つの問題形式別に、必要な言語知識を身につけるための
学習をし、最後に「模擬試験」で、実際の試験と同じ形式の問題を解いてみることに
よって、どのくらい力がついたかを確認するような構成になっている。

1,200円 別冊付

24364 新完全マスター読解　日本
語能力試験N2

田代ひとみ、
中村則子、
初鹿野阿れ、
清水知子、福
岡理恵子

㈱スリーエー
ネットワーク

2011.8.23 197 日本語能力試験N2の対策用。「実力養成編」3部と「模擬試験」で構成されている。実
際の試験と同じ形式の問題を解いてみることによって、どのくらい力がついたかを確
認するような構成になっている。

1,400円 別冊付

24365 「日本語能力試験」対策
　日本語総まとめ　N3漢字

佐々木仁子、
松本紀子

㈱アスク出版 2010.4.10 115 日本語能力試験N3の対策用。
英語、中国語、韓国語の翻訳付。

1,200円 別冊付

24366 「日本語能力試験」対策
日本語総まとめ　N3語彙

佐々木仁子、
松本紀子

㈱アスク出版 2010.3.20 115 日本語能力試験N3の対策用。
英語、中国語、韓国語の翻訳付。

1,200円 別冊付

24367 「日本語能力試験」対策
　日本語総まとめ　N3読解

佐々木仁子、
松本紀子

㈱アスク出版 2010.10.31 106 日本語能力試験N3の対策用。
英語、中国語、韓国語の翻訳付。

1,200円 別冊付

24368 「日本語能力試験」対策
　日本語総まとめ　N3文法

佐々木仁子、
松本紀子

㈱アスク出版 2010.3.20 111 日本語能力試験N3の対策用。
英語、中国語、韓国語の翻訳付。

1,200円 別冊付

24369 新試験対応　日本語能力
試験N4　予想問題集

青山　豊、
青山美佳

国書刊行会 2010.7.20 133 2009年7月に改訂内容をまとめ公表された「新しい『日本語能力試験』ガイドブック」と
「新しい『日本語能力試験』問題例集」をもとに、どのような問題が考えられるのか、
試みに作成したもの。
「言語知識（文字・語彙）」、「言語知識（文法）・読解」、「聴解」の3部構成になってい
る。

1,400円 CD1枚付

24370 実力アップ！日本語能力
試験N5読む（文字・語彙・文
法）改訂版

星野恵子、
松本節子

㈱ユニコム 2010.4.25 205 文字（漢字）、ことば、文法、だいじな言い方、会話の表現から構成されている。読解
と聴解以外のN5レベルの勉強ができる。

1,900円

24372 富士でくらす人の楽しい日
本語　～だれでも使えるやさし
い日常会話を一緒に～

富士にほんご
の会

富士にほんご
の会

2011.7.1 107 富士市でより快適に生活が送れるよう、地元の地名や情報がたくさん盛り込まれてい
るテキスト。会話、例文、Q＆A、練習、語彙表で構成されている。入手希望の方は富
士市国際交流ラウンジ（ＦＩＬＳ)冨田さんへ連絡。TEL.0545-64-6400

500円

24373 富士でくらす人の楽しい
日本語　～だれでも使えるやさ
しい日常会話を一緒に～

富士にほんご
の会

富士にほんご
の会

2011.7.1 107 同上 500円

24374 富士でくらす人の楽しい
日本語　～だれでも使えるやさ
しい日常会話を一緒に～

富士にほんご
の会

富士にほんご
の会

2011.7.1 107 同上 500円

24375 にほんご　これだけ！２ 庵　功雄　監修 ㈱ココ出版 2011.10.1 103 対話型を重視したコミュニケーション活動により日本語を身につけることを目的として
いる。

1,200円 下敷き1枚
付（B4）

24371 日本語能力試験N5予想
問題集

青山　豊、
青山美佳

国書刊行会 2011.2.20 96 2009年7月に改訂内容をまとめ公表された「新しい『日本語能力試験』ガイドブック」と
「新しい『日本語能力試験』問題例集」などの情報をもとに、どのような問題が考えら
れるのか作成したもの。文字・語彙・文法・読解・聴解から構成されている。

1,400円 別冊、CD1
枚付

24380 みんなの日本語　初級Ⅱ
本冊

㈱スリーエー
ネットワーク

㈱スリーエー
ネットワーク

1998.6.25 247 初級後半レベル。各国語版の翻訳・解説書、4技能のためのそれぞれの教材、カー
ド・DVDなどの視覚・聴覚教材がそろっている。

2,500円 別冊あり
（問題のス
クリプト・答
え復習の
答え）

24382 にほんごこれだけ！　１ 庵　功雄　監修 ㈱ココ出版 2010.5.21 95 トピックシラバスで構成、おしゃべり活動の中で、初級文型を繰り返し学ぶことができ
る。初級学習者と地域の日本語支援者向けのテキスト。
サポートサイトに活動例の動画もある。http://www.cocopb.com/koredake/

1,000円 下敷き1枚
付（B4）

24383 にほんごこれだけ！　２ 庵　功雄　監修 ㈱ココ出版 2011.10.1 103 対話型を重視したコミュニケーション活動により日本語を身につけることを目的として
いる。

1,200円 下敷き1枚
付（B4）

24385 みんなの日本語　初級Ⅰ本冊 ㈱スリーエー
ネットワーク

㈱スリーエー
ネットワーク

2011.2.28 244 初級前期の教科書、多様な学習者に対応。各国語版の翻訳・解説書、4技能のため
のそれぞれの教材、カード・DVDなどの視覚・聴覚教材がそろっている。

2,500円

24386 みんなの日本語　初級Ⅰ本冊 ㈱スリーエー
ネットワーク

㈱スリーエー
ネットワーク

2011.2.28 244 一般成人を対象、基本的な文型をやさしいものから難しいものへと積み上げ、聞くこ
と、話すことを中心に学習し、日常生活の生活場面で簡単な会話ができるようにな
る。学習の積み上げが成し得る基礎力を養成する。各国語版の翻訳・文法解説書、
その他の読み物、漢字練習などの副教材も充実している。

2,500円

21005 初めての日本語教育
「基本用語事典」

高見澤孟監修 （株）アスク 2001. 1.15 274 日本語教育に全く携わったことのない人のために、教授法、文法、言語学などの日本
語教育の基本となる用語をわかりやすく解説された入門書。2004年には『新・』が出
版されている。

2,500円
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