
　★教科書とその副教材★      ※一覧に載せていない貸出資料も多数あります。

番号 タイトル 編著者 出版社 出版年

1
「あっ、地震だ！どうする？」英語・中国語・韓
国語の語彙表付

にほんご教育の「八
の会」

にほんご教育の「八の会」 2006

2
「あっ、地震だ！どうする？」英語・スペイン
語・ポルトガル語の語彙表付

にほんご教育の「八
の会」

にほんご教育の「八の会」 2006

3
「けがだ！病気だ！どうしよう？」英語・中国
語・韓国語の語彙表付

にほんご教育の「八
の会」

にほんご教育の「八の会」 2004

4
「けがだ！病気だ！どうしよう？」英語・スペイ
ン語・ポルトガル語の語彙表付

にほんご教育の「八
の会」

にほんご教育の「八の会」 2004

5
いっぽにほんごさんぽ　暮らしの日本語教室
初級1

宿谷和子ほか スリーエーネットワーク 2010

6
いっぽにほんごさんぽ　暮らしの日本語教室
初級2

宿谷和子ほか スリーエーネットワーク 2012

7
聞いて覚える話し方　日本語生中継
初中級編1

ボイクマン総子ほ
か

くろしお出版 2006

8
聞いて覚える話し方　日本語生中継
初中級編1　教室活動のヒント＆タスク

ボイクマン総子ほ
か

くろしお出版 2006

9
聞いて覚える話し方　日本語生中継
初中級編2

ボイクマン総子ほ
か

くろしお出版 2004

10
聞いて覚える話し方　日本語生中継
初中級編2　教室活動のヒント＆タスク

ボイクマン総子ほ
か

くろしお出版 2007

11
聞いて覚える話し方　日本語生中継
中～上級編

椙本総子，宮谷敦
美

くろしお出版 2004

12
聞いて覚える話し方　日本語生中継
中～上級編　教師用マニュアル

椙本総子，宮谷敦
美

くろしお出版 2004

13 新にほんご「あいうえお」
にほんご「あいうえ
お」をつくる会

アルク 2002

14 新にほんご＜生活の漢字＞漢字み～つけた
『生活の漢字』をか
んがえる会

アルク 2011

15 日本語おしゃべりのたね 第2版 西口光一(監修) スリーエーネットワーク 2011

16 にほんご　これだけ１ 庵功雄 (監修) ココ出版 2010

17 にほんご　これだけ２ 庵功雄 (監修) ココ出版 2011

18 日本でくらす人の日本語I　改訂版 大谷まことほか にほんごの会 2009

19 みんなの日本語初級I　第2版　本冊
スリーエーネット
ワーク

スリーエーネットワーク 2012

20 みんなの日本語初級I　第2版　標準問題集
スリーエーネット
ワーク

スリーエーネットワーク 2012

21
みんなの日本語初級I　第2版　書いて覚える
文型練習帳

平井悦子，三輪さち
子

スリーエーネットワーク 2012

22 みんなの日本語初級I　第2版　漢字練習帳
東京国際日本語学
院

スリーエーネットワーク 2012

23
みんなのに日本語初級I　第2版　導入・イラス
ト集

飯島ひとみほか スリーエーネットワーク 2012

24 みんなの日本語初級I　標準問題集
スリーエーネット
ワーク

スリーエーネットワーク 1996

◍・◍・◍・◍・◍・◍・貸出資料・◍・◍・◍・◍・◍・◍・

（一財） 岡山県国際交流協会　日本語学習リソースコーナー貸出資料
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25 みんなの日本語初級II　標準問題集
スリーエーネット
ワーク

スリーエーネットワーク 1999

26
みんなの日本語初級I
書いて覚える文型練習帳

平井悦子，三輪さち
子

スリーエーネットワーク 2000

27
みんなの日本語初級II
書いて覚える文型練習帳

平井悦子，三輪さち
子

スリーエーネットワーク 2001

28
みんなの日本語初級I
初級で読めるトピック25

牧野昭子ほか スリーエーネットワーク 2000

29
みんなの日本語初級II
初級で読めるトピック25

牧野昭子ほか スリーエーネットワーク 2001

30 みんなの日本語初級I　漢字(英語版)
スリーエーネット
ワーク

スリーエーネットワーク 2000

31 みんなの日本語初級II　漢字(英語版)
スリーエーネット
ワーク

スリーエーネットワーク 2001

32 みんなの日本語初級I　漢字練習帳
東京国際日本語学
院(編著)

スリーエーネットワーク 2004

33 みんなの日本語初級II　漢字練習帳
東京国際日本語学
院(編著)

スリーエーネットワーク 2004

34 みんなの日本語初級　やさしい作文 門脇薫，西馬薫 スリーエーネットワーク 1999

35
みんなの日本語初級I
練習C・会話イラストシート

スリーエーネット
ワーク

スリーエーネットワーク 2000

36
みんなの日本語初級II
練習C・会話イラストシート

スリーエーネット
ワーク

スリーエーネットワーク 2001

37
みんなの日本語初級I
導入・練習イラストシート

スリーエーネット
ワーク

スリーエーネットワーク 2000

38
みんなの日本語初級II
導入・練習イラストシート

スリーエーネット
ワーク

スリーエーネットワーク 2001

39 みんなの日本語初級I　漢字カードブック
スリーエーネット
ワーク

スリーエーネットワーク 2000

番号 タイトル 編著者 出版社 出版年

40 短期集中初級日本語文法総まとめポイント20
友松悦子，和栗雅
子

スリーエーネットワーク 2004

41 中級日本語文法要点整理ポイント20
友松悦子，和栗雅
子

スリーエーネットワーク 2007

42
「日本語能力試験」対策　日本語総まとめ
N１　文法

佐々木仁子，松本
紀子

アスク 2010

43
「日本語能力試験」対策　日本語総まとめ
N２　文法

佐々木仁子，松本
紀子

アスク 2010

44
「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 2010

45 にほんごチャレンジN4　[文法と読む練習] 山辺真理子ほか アスク 2010

46 にほんごチャレンジ　N4・N5　かんじ 唐澤和子ほか アスク 2010

番号 タイトル 編著者 出版社 出版年

47 語彙力ぐんぐん1日10分 河野桐子ほか スリーエーネットワーク 2003

48 正しく書けるカタカナ語すらすら1日10分 河野桐子 スリーエーネットワーク 2009

49 旅の指さし会話帳2　インドネシア（第3版） 武部洋子 情報センター出版局 2011

　★練習問題集★

　★語彙・表現★
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50 旅の指さし会話帳４　中国　（第3版） 麻生晴一郎 情報センター出版局 1999

51 旅の指さし会話帳5　韓国（第3版） 鈴木深良 情報センター出版局 2010

52 旅の指さし会話帳11　ベトナム（第2版） 池田浩明 情報センター出版局 2006

53 旅の指さし会話帳14　フィリピン（第2版） 白野慎也 情報センター出版局 2005

54 旅の指さし会話帳23　ブラジル
猪木亜弥子ファ
ニー

情報センター出版局 2001

55 話せる日本語　360枚のカードで学ぶ中級会話 坂本勝信ほか アルク 2007

56 ブラジル人の就職に役立つ会話集 田所清克 国際語学社 2009

番号 タイトル 編著者 出版社 出版年

57
外国人を悩ませる日本語からみた日本語の
特徴

彭飛ほか 凡人社 2007

58 初級日本語文法と教え方のポイント 市川保子 スリーエーネットワーク 2005

59 中級日本語文法と教え方のポイント 市川保子 スリーエーネットワーク 2007

60
初級を教える人のための日本語文法ハンド
ブック

庵功雄ほか スリーエーネットワーク 2000

61
中上級を教える人のための日本語文法ハンド
ブック

庵功雄ほか スリーエーネットワーク 2001

62 なっとく知っとく初級文型50 岡本牧子ほか スリーエーネットワーク 2009

63 やさしい日本語のしくみ 庵功雄ほか くろしお出版 2003

番号 タイトル 編著者 出版社 出版年

64 1日10分の発音練習 河野俊之ほか くろしお出版 2004

65 シャドーイングで日本語発音レッスン 戸田貴子ほか スリーエーネットワーク 2012

66 シャドーイング　日本語を話そう　初～中級編 斎藤仁志ほか くろしお出版 2006

67 シャドーイング　日本語を話そう　中～上級編 斎藤仁志ほか くろしお出版 2010

68 初級文型でできるにほんご発音アクティビティ
中川千恵子，中村
則子

アスク 2010

69 やさしい日本語の発音トレーニング
インターカルト日本
語学校

ナツメ社 2011

番号 タイトル 編著者 出版社 出版年

70
会話に挑戦！中級前期からの日本語ロール
プレイ

中居順子ほか スリーエーネットワーク 2005

71 ロールプレイ玉手箱 嶋田和子ほか ひつじ書房 2010

番号 タイトル 編著者 出版社 出版年

72 日本人の心がわかる日本語 森田六朗 アスク 2011

番号 タイトル 編著者 出版社 出版年

73
ストーリーで覚える漢字300　英語・インドネシ
ア語・タイ語・ベトナム語版

 高橋秀雄(監修) くろしお出版 2008

　★文法★

　★発音★

　★はなす★

　★よむ★

　★かな・漢字★
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74
ストーリーで覚える漢字301　英語・韓国語・ポ
ルトガル語・スペイン語版

 高橋秀雄(監修) くろしお出版 2007

75
ストーリーで覚える漢字II 300　英語・インドネ
シア語・タイ語・ベトナム語版

 高橋秀雄(監修) くろしお出版 2012

76
ストーリーで覚える漢字II 301　英語・韓国語・
ポルトガル語・スペイン語版

 高橋秀雄(監修) くろしお出版 2010

番号 タイトル 編著者 出版社 出版年

77 にほんご日記ノート 長谷川頼子 アルク 2009

番号 タイトル 編著者 出版社 出版年

78 えほん百科　ぎょうじのゆらい
山嵜泰正 (監修)，
講談社(編集)

講談社 2002

79 原色シグマ新国語便覧
国語教育プロジェク
ト

文英堂 2007

80 しばわんこの和のこころ 川浦良枝 白泉社 2002

81 しばわんこの和のこころ〈2〉四季の喜び 川浦良枝 白泉社 2002

82 しばわんこの和のこころ〈3〉日々の愉しみ 川浦良枝 白泉社 2004

83 はじめて知るみんなの行事とくらし 新谷尚紀 (監修) 学習研究社 2008

番号 タイトル 編著者 出版社 出版年

84 おたすけタスク 和氣圭子ほか くろしお出版 2008

85 改訂新版　日本語コミュニケーションゲーム80 CAGの会 ジャパンタイムズ 2007

86 初級日本語　ドリルとしてのゲーム教材50
栗山昌子，市丸恭
子

アルク 1992

87
多言語やりとり素材集　コミュニティでコミュニ
ケーション

足立祐子ほか 凡人社 2011

88
楽しく覚えるにほんご語彙・表現　初級者のた
めのアクティビティ６１

中村 春子ほか ジャパンタイムズ 2010

89 すぐに使える「レアリア・生教材」アイデア帖 国際交流基金ほか スリーエーネットワーク 2006

90 日本語教師のための楽しく教える活動集22 辻亜希子 アルク 2012

91 にほんご宝船 ～いっしょに作る活動集～ 春原憲一郎ほか アスク 2004

92 にほんご宝船 ～教える人のための知恵袋～ 春原憲一郎ほか アスク 2004

93
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，米勢治
子

凡人社 2011

94 人と人をつなぐ日本語クラスアクティビティ50 中村律子 アスク 2005

　★かく★

　★教室活動集★

　★日本文化★
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番号 タイトル 編著者 出版社 出版年

95 絵で導入・絵で練習 足立章子ほか 凡人社 2004

96 絵で学ぶ擬音語・擬態語カード 富川和代 スリーエーネットワーク 1997

97 写真パネルバンクII　社会生活シリーズ 国際交流基金 日本出版貿易 95-98

98 スライド式動詞活用表 Alumut Wilke 凡人社 2009

99 はじめての授業キット 大森雅美ほか アルク 2008

番号 タイトル 編著者 出版社 出版年

100 新しい日本語学入門　第2版 庵功雄 スリーエーネットワーク 2012

101
クラスルーム運営 (日本語教師のための
TIPS77　第1巻)

横溝紳一郎，當作
靖彦 (監修)

くろしお出版 2011

102
国際交流基金　日本語教授法シリーズ 1
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

103
国際交流基金　日本語教授法シリーズ 2
音声を教える

国際交流基金 ひつじ書房 2009

104
国際交流基金　日本語教授法シリーズ 3
文字・語彙を教える

国際交流基金 ひつじ書房 2011

105
国際交流基金　日本語教授法シリーズ 4
文法を教える

国際交流基金 ひつじ書房 2010

106
国際交流基金　日本語教授法シリーズ 5
聞くことを教える

国際交流基金 ひつじ書房 2008

107
国際交流基金　日本語教授法シリーズ 6
話すことを教える

国際交流基金 ひつじ書房 2007

108
国際交流基金　日本語教授法シリーズ 7
読むことを教える

国際交流基金 ひつじ書房 2006

109
国際交流基金　日本語教授法シリーズ 8
書くことを教える

国際交流基金 ひつじ書房 2010

110
国際交流基金　日本語教授法シリーズ 9
初級を教える

国際交流基金 ひつじ書房 2007

111
国際交流基金　日本語教授法シリーズ 10
中・上級を教える

国際交流基金 ひつじ書房 2011

112
国際交流基金　日本語教授法シリーズ 11
日本事情・日本文化を教える

国際交流基金 ひつじ書房 2010

113
国際交流基金　日本語教授法シリーズ 12
学習を評価する

国際交流基金 ひつじ書房 2011

114
国際交流基金　日本語教授法シリーズ 13
教え方を改善する

国際交流基金 ひつじ書房 2011

115
国際交流基金　日本語教授法シリーズ 14
教材開発

国際交流基金 ひつじ書房 2008

116 こぐまのお助けハンドブックＱ＆Ａ 荒川洋平 アルク 2007

117
これで安心！外国人留学生のための日本就
職オールガイド

野澤和世 凡人社 2009

118 実践日本語指導見なおし本　機能語指導編
山本弘子，カイ日本
語スクール

スリーエーネットワーク 2003

119
実践日本語指導見なおし本　語彙と文法指導
編

山本弘子，カイ日本
語スクール

スリーエーネットワーク 2003

120 初級からはじまる「活動型クラス」 細川英雄ほか スリーエーネットワーク 2012

121
成長する教師のための日本語教育ガイドブッ
ク　上

川口義一，横溝紳
一郎

ひつじ書房 2005

122
成長する教師のための日本語教育ガイドブッ
ク　下

川口義一，横溝紳
一郎

ひつじ書房 2005

123
つたえあう日本語教育実習
～外国人集住地域でのこころみ～

土屋千尋 明石書店 2005

124
日中対訳　外国人をサポートするための生活
マニュアル

スリーエーネットワーク

　★教師向け参考書★

　★絵カード・教具★
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125
日本語教師のための「授業力」を磨く30のテー
マ。

河野俊之， 小河原
義朗

アスク 2006

126 日本語教師のための「活動型」授業の手引き 細川英雄ほか スリーエーネットワーク 2008

127 日本語教師のための実践・漢字指導 濱川祐紀代 くろしお出版 2010

128
もしも…あなたが外国人に「日本語を教える」
としたら

荒川洋平 スリーエーネットワーク 2004

129
続もしも…あなたが外国人に「日本語を教え
る」としたら

荒川洋平 スリーエーネットワーク 2007

130
とりあえず日本語で　もしも…あなたが外国人
に「日本語を教える」としたら

荒川洋平 スリーエーネットワーク 2010

131
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

スリーエーネットワーク 2005
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