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

アスク 2009

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

スリーエーネットワー
ク

2002

3 こどものにほんご 2
ひょうご日本語教師連絡会
議子どもの日本語研究会
(著); 西原鈴子(監修)

スリーエーネットワー
ク

2002

4 日本語学級 1 大蔵守久 凡人社 1999

5 日本語学級 2 大蔵守久 凡人社 1999

6 日本語学級 3 大蔵守久 凡人社 2000

7 日本語を学ぼう 1 文部省 ぎょうせい 1992

8 日本語を学ぼう 2 文部省 ぎょうせい 1993

9 日本語を学ぼう 3 文部省 ぎょうせい 1995

10 日本語を学ぼう 1  教師用指導書 文部省 ぎょうせい 1992

11 日本語を学ぼう 2  教師用指導書 文部省 ぎょうせい 1994

12 日本語を学ぼう 3  教師用指導書 文部省 ぎょうせい 1995

13
ひろこさんのたのしいにほんご
テキスト 1

根本牧ほか 凡人社 1986

14
ひろこさんのたのしいにほんご
テキスト 2

根本牧ほか 凡人社 2001

15
ひろこさんのたのしいにほんご
教師用指導書 1

屋代瑛子, 遠藤宏子 凡人社 1995

16
ひろこさんのたのしいにほんご
教師用指導書 2

屋代瑛子, 遠藤宏子 凡人社 2004

17
ひろこさんのたのしいにほんご 1
ぶんけいれんしゅうちょう

根本牧, 屋代瑛子 凡人社 1986

18
ひろこさんのたのしいにほんご 1
ひらがな・かたかな・かんじ　れんしゅうちょう

根本牧, 屋代瑛子 凡人社 1986

19
ひろこさんのたのしいにほんご 2
かんじ・ぶんけいれんしゅうちょう

根本牧, 屋代瑛子 凡人社 1996

20
マリアとケンのいっしょににほんご
『学び』につながる16の活動

横田淳子, 小林幸江 ぎょうせい 2007

番号 タイトル 編著者 出版社 出版年

21 三省堂　こどもことば絵じてん 金田一春彦(監修) 三省堂 1996

22
日本語を母語としない児童生徒のための学校
用語集

上越国際交流協会
新潟県国際交流協
会

2010

番号 タイトル 編著者 出版社 出版年

（一財） 岡山県国際交流協会　日本語学習リソースコーナー所蔵資料

◍・◍・◍・◍・◍・◍・貸出資料（子ども向け）・◍・◍・◍・◍・◍・◍・

　★語彙・表現★
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23 あいうええほん【絵本】 とだこうしろう
戸田デザイン研究
所

1982

24 あいうえ　たいそう【絵本】 木坂涼 偕成社 2009

25 いちねんせい【絵本】 谷川俊太郎 小学館 1987

26 絵で学ぶ日本語入門　英語版 国際日本語普及協会 アジア福祉教育財団

27 絵で学ぶ日本語入門　中国語版 国際日本語普及協会 アジア福祉教育財団

28 絵で学ぶ日本語入門　ミャンマー語版 国際日本語普及協会 アジア福祉教育財団

29 絵で学ぶ日本語入門　カンボジア語版 国際日本語普及協会 アジア福祉教育財団

30 絵で学ぶ日本語入門　ラオス語版 国際日本語普及協会 アジア福祉教育財団

31 絵で学ぶ日本語入門　ベトナム語版 国際日本語普及協会 アジア福祉教育財団

32 ことばのこばこ【絵本】 和田誠 瑞雲社 1995

33 こんにちは（日本語・英語・ポルトガル語） 2009

34 さる・るるる【絵本】 五味太郎 絵本館 1980

35 竹取物語（多言語による絵本）
（株）イデア・インス
ティチュート

2008

36 ふしぎなナイフ【絵本】 中村牧江ほか 福音館書店 1997

37 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

38 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

番号 タイトル 編著者 出版社 出版年

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

スリーエーネットワー
ク

2001

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

スリーエーネットワー
ク

2002

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

スリーエーネットワー
ク

2006

42 かなマスター（改訂版） アークアカデミー 三修社 2010

43 漢字がたのしくなる本　テキスト１ 宮下久夫ほか 太郎次郎社エディタス 2006

44 漢字がたのしくなる本　テキスト２ 宮下久夫ほか 太郎次郎社エディタス 2006

45 漢字がたのしくなる本　テキスト３ 宮下久夫ほか 太郎次郎社エディタス 2006

46 漢字がたのしくなる本　テキスト４ 宮下久夫ほか 太郎次郎社エディタス 1991

47 漢字がたのしくなる本　テキスト５ 宮下久夫ほか 太郎次郎社エディタス 1991

48 漢字がたのしくなる本　テキスト６ 宮下久夫ほか 太郎次郎社エディタス 1991

49 漢字がたのしくなる本　ワーク１ 宮下久夫ほか 太郎次郎社エディタス 1991

50 漢字がたのしくなる本　ワーク２ 宮下久夫ほか 太郎次郎社エディタス 1992

51 漢字がたのしくなる本　ワーク３ 宮下久夫ほか 太郎次郎社エディタス 1993

52 漢字がたのしくなる本　ワーク４ 宮下久夫ほか 太郎次郎社エディタス 1993

53 漢字がたのしくなる本　ワーク５ 宮下久夫ほか 太郎次郎社エディタス 1994

54 漢字がたのしくなる本　ワーク６ 宮下久夫ほか 太郎次郎社エディタス 1994

55 かんじだいすき（一） 国際日本語普及協会 凡人社 2007

56 かんじだいすき（二） 国際日本語普及協会 凡人社 2000

　★かな・漢字★
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57 かんじだいすき（三） 国際日本語普及協会 凡人社 2006

58 かんじだいすき（四） 国際日本語普及協会 凡人社 2003

59 かんじだいすき（五） 国際日本語普及協会 凡人社 2005

60 かんじだいすき（六） 国際日本語普及協会 凡人社 2006

61 かんじだいすき　社会・理科編 国際日本語普及協会 凡人社 2011

62 漢字なりたちブック　１年生 伊東信夫
太郎次郎社エディタ
ス

2012

63 漢字なりたちブック　２年生 伊東信夫
太郎次郎社エディタ
ス

2012

64 漢字なりたちブック　３年生 伊東信夫
太郎次郎社エディタ
ス

2012

65 漢字なりたちブック　４年生 伊東信夫
太郎次郎社エディタ
ス

2012

66 生活の漢字
『生活の漢字』をつく
る会

2009

番号 タイトル 編著者 出版社 出版年

67
絵入り日本語作文入門－文型による短文作成
からトピック別表現練習

C&P日本語教育・教材研究
会

専門教育出版 1989

番号 タイトル 編著者 出版社 出版年

68 100枚プリント　第1集　あんごうをとこう 三好純太ほか
葛西ことばのテーブ
ル

2001

69
100枚プリント　第2集　おはなし読解ワーク：初
級編

三好純太ほか
葛西ことばのテーブ
ル

2003

70 100枚プリント　第3集　ひらがな読解ワーク 三好純太ほか
葛西ことばのテーブ
ル

2004

71
100枚プリント　第4集　おはなし読解ワーク：中
級編

三好純太ほか
葛西ことばのテーブ
ル

2005

72 100枚プリント　第5集　会話練習ワーク 三好純太ほか
葛西ことばのテーブ
ル

2005

73 100枚プリント　第6集　さくぶん練習ワーク 三好純太ほか
葛西ことばのテーブ
ル

2006

74
100枚プリント　第7集　おはなし読解ワーク：上
級編

三好純太ほか
葛西ことばのテーブ
ル

2007

75 100枚プリント　第8集　ことばのクロスワード 三好純太ほか
葛西ことばのテーブ
ル

2008

76 100枚プリント　第9集　連語練習ワーク 三好純太ほか
葛西ことばのテーブ
ル

2009

77 100枚プリント　第10集　活用練習ワーク 三好純太ほか
葛西ことばのテーブ
ル

2009

78 100枚プリント　第11集　つばさくんのにっき 三好純太ほか
葛西ことばのテーブ
ル

2009

79 100枚プリント　第12集　語彙選択ワーク 三好純太ほか
葛西ことばのテーブ
ル

2011

80 100枚プリント　第13集　自分のことを考えよう 三好純太ほか
葛西ことばのテーブ
ル

2012

81 100枚プリント　第14集　続おはなし読解ワーク 三好純太ほか
葛西ことばのテーブ
ル

2012

　★かく★
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82 100枚プリント　第15集　おしゃべり練習ワーク 三好純太ほか
葛西ことばのテーブ
ル

2012

83 言語訓練カード第１集　名詞・動詞150絵カード 三好純太
葛西ことばのテーブ
ル

1997

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

2002

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

2002

86
言語訓練カード第4集　ひらがな学習カード：清
音編

三好純太
葛西ことばのテーブ
ル

2007

87
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

番号 タイトル 編著者 出版社 出版年

88
JSL中学高校生のための教科につなげる学習
語彙・漢字ドリル 中国語版

中学・高校生の日本語支
援を考える会 (著);  樋口万
喜子 (編集)

ココ出版 2010

89 アメリカの中学校教科書で英語を学ぶ 林功 ベレ出版 2003

90
外国人児童・生徒を教えるためのリライト教材
改訂版

光元聰江，岡本淑明 ふくろう出版 2012

91
外国人児童の「教科と日本語」シリーズ 小学
校「JSL国語科」

今澤悌ほか(著); 佐藤郡衛
(監修)

スリーエーネットワー
ク

2005

92
外国人児童の「教科と日本語」シリーズ 小学
校「JSL算数科」

池上摩希子(著); 佐藤郡衛
(監修)

スリーエーネットワー
ク

2005

93
外国人児童の「教科と日本語」シリーズ 小学
校「JSL理科」

大蔵守久 (著 ); 佐藤郡衛
(著)

スリーエーネットワー
ク

2005

94
外国人児童の「教科と日本語」シリーズ 小学
校「JSL社会科」

斎藤ひろみ(著); 佐藤郡衛
(監修)

スリーエーネットワー
ク

2005

95
外国人児童の「教科と日本語」シリーズ 小学
校JSLカリキュラム「解説」

佐藤郡衛ほか(著)
スリーエーネットワー
ク

2005

96
教科書ガイド中学数学　啓林館版　未来へ広が
る数学1年

新興出版社啓林館 2012

97
教科書ガイド中学数学　啓林館版　未来へ広が
る数学2年

新興出版社啓林館 2012

98
教科書ガイド中学数学　啓林館版　未来へ広が
る数学3年

新興出版社啓林館 2012

99
教科書ガイド中学理科　啓林館版　未来へ広が
るサイエンス　1年

新興出版社啓林館 2012

100
教科書ガイド中学理科　啓林館版　未来へ広が
るサイエンス　2年

新興出版社啓林館 2012

101
教科書ガイド中学理科　啓林館版　未来へ広が
るサイエンス　3年

新興出版社啓林館 2012

102
くもんの小学基礎がため100％算数シリーズ（2

年生のかけ算九九）　平成21～22年度用
くもん出版 2002

103
くもんの小学ドリル 3年生のわり算 平成21、
22年度用

くもん出版 2005

104
くもんの小学ドリル 4年生の分数・少数 平成
21、22年度用

くもん出版 2009

105
くもんの中学基礎がため100％ 中学国語 文
法編　平成21～23年度用

くもん出版 2003

　★教科学習★
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106
くもんの中学基礎がため100％ 中学国語 漢
字編　平成21～23年度用　上

くもん出版 2006

107
くもんの中学基礎がため100％ 中学国語 漢
字編　平成21～23年度用　下

くもん出版 2006

108
くもんの中学基礎がため100％ 中学社会 歴
史編　平成21～23年度用　上

くもん出版 2002

109
くもんの中学基礎がため100％ 中学社会 歴
史編　平成21～23年度用　下

くもん出版 2002

110 在日ブラジル人児童のための漢字教材
東京外国語大学 多
言語・多文化教育研
究センター

2010

111 在日フィリピン人児童のための漢字教材
東京外国語大学 多
言語・多文化教育研
究センター

2010

112 南米スペイン語圏出身児童のための漢字教材
東京外国語大学 多
言語・多文化教育研
究センター

2010

113
在日ブラジル人児童のための算数教材（指導
者用）足し算・引き算

東京外国語大学 多
言語・多文化教育研
究センター

2008

114
在日ブラジル人児童のための算数教材（指導
者用）掛け算・割り算

東京外国語大学 多
言語・多文化教育研
究センター

115
在日フィリピン人児童のための算数教材（指導
者用）足し算・引き算

東京外国語大学 多
言語・多文化教育研
究センター

116 小学生の社会　ポルトガル語翻訳版
日本文教出版株式会社，
鈴木茂

日本文教出版 2006

117 にほんごワークブック（改訂版） 日本語ぐるりっと (編集) 凡人社 2010

番号 タイトル 編著者 出版社 出版年

118 高校入試基礎力診断　国語 学研教育出版 (編集) 学研 2012

119 高校入試基礎力診断　数学 学研教育出版 (編集) 学研 2012

120 高校入試基礎力診断　社会 学研教育出版 (編集) 学研 2012

121 高校入試基礎力診断　理科 学研教育出版 (編集) 学研 2012

122 高校入試基礎力診断　英語 学研教育出版 (編集) 学研 2012

123
日中対訳　進学を目指す人のための教科につ
なげる学習語彙6000語

中学・高校生の日本語支
援を考える会

ココ出版 2011

番号 タイトル 編著者 出版社 出版年

124
エンカウンターで学級が変わる　ショートエクサ
サイズ集

国分康孝(監修) 図書文化社 1,999

125
子どもといっしょに！日本語授業おもしろネタ集
1

池上摩希子, 大蔵守久 凡人社 2001

126
子どもといっしょに！日本語授業おもしろネタ集
2

池上摩希子, 大蔵守久 凡人社 2005

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

128 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

 ★受験指導★
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番号 タイトル 編著者 出版社 出版年

129
意味から覚える漢字イラストカード
1年生

山田充 かもがわ出版 2008

130
意味から覚える漢字イラストカード
2年生上

山田充 かもがわ出版 2008

131
意味から覚える漢字イラストカード
2年生下

山田充 かもがわ出版 2008

132
意味から覚える漢字イラストカード
3年生上

山田充 かもがわ出版 2009

133
意味から覚える漢字イラストカード
3年生下

山田充 かもがわ出版 2009

134
意味から覚える漢字イラストカード
4年生

山田充 かもがわ出版 2010

135
意味から覚える漢字イラストカード
5年生

山田充 かもがわ出版 2012

136 学研のことばかるた 学習研究社 学習研究社 2003

137
漢字がたのしくなる本　あわせ漢字ビンゴゲー
ム１

宮下久夫ほか
太郎次郎社エディタ
ス

2010

138
漢字がたのしくなる本　あわせ漢字ビンゴゲー
ム２

宮下久夫ほか
太郎次郎社エディタ
ス

2010

139 漢字がたのしくなる本　十の画べえ 宮下久夫ほか
太郎次郎社エディタ
ス

1992

140 かんじだいすき（一）漢字カード・絵カード (社)国際日本語普及協会
国際日本語普及協
会

2004

141 かんじだいすき（二）漢字カード・絵カード (社)国際日本語普及協会
国際日本語普及協
会

2006

142 かんじだいすき（三）漢字カード・絵カード (社)国際日本語普及協会
国際日本語普及協
会

2008

143 かんじだいすき（四）漢字カード・絵カード (社)国際日本語普及協会
国際日本語普及協
会

2006

144 かんじだいすき（五）漢字カード・絵カード (社)国際日本語普及協会
国際日本語普及協
会

2005

145 かんじだいすき（六）漢字カード・絵カード (社)国際日本語普及協会
国際日本語普及協
会

2006

146 漢字でトランプ　初級 奥野かるた店 奥野かるた店

147 文字の宝島（ひらがな・カタカナ・アルファベット） 馬場雄二 奥野かるた店

148 漢字の宝島　低学年 馬場雄二 奥野かるた店

149 漢字の宝島　高学年 馬場雄二 奥野かるた店

150 漢字博士 入門編 奥野かるた店 奥野かるた店 2010

151 こどものにほんご　絵カード1
ひょうご日本語教師連絡会
議

スリーエーネットワー
ク

2003

152 こどものにほんご　絵カード2
ひょうご日本語教師連絡会
議

スリーエーネットワー
ク

2004

153
ひろこさんのたのしいにほんご1　絵カード　CD-
ROM版

根本牧，屋代瑛子 凡人社 2008

154 くもん学習ポスター　ひらがな，カタカナ くもん出版 2004, 2008

155 くもん　ひらがなカード くもん出版 2007

156 くもん　ひらがなことばカード１集 公文公 くもん出版 2007

　★絵カード・教具★
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157 くもん　ひらがなことばカード２集 公文公 くもん出版 2007

158 くもん　ひらがなことばカード３集 公文公 くもん出版 2007

159 くもん　カタカナカード くもん出版 2001

160 くもん 早口ことばカード 石津ちひろ くもん出版 2009

161 くもん 慣用句カード 1集 小森茂 くもん出版 2007

162 くもん 慣用句カード 2集 小森茂 くもん出版 2007

163 くもん 反対ことばカード 本堂寛 くもん出版 2008

164 くもん　童謡カード　1集 くもん出版 2000

165 くもん　九九カード くもん出版 1999

166 くもん 生活図鑑：お店カード くもん出版 2007

167 くもん 生活図鑑：のりものカード くもん出版 2007

168 くもん 生活図鑑：くだものやさいカード 1集 くもん出版 2007

169 くもん 生活図鑑：くだものやさいカード 2集 くもん出版 2009

170 くもん 生活図鑑：こよみカード くもん出版 2007

171 くもん 生活図鑑：生活道具カード くもん出版 2007

172 くもん 生活図鑑：たべものカード くもん出版 2007

173 くもん 自然図鑑：こん虫カード くもん出版 2007

174 くもん 自然図鑑：川や海の生き物カード くもん出版 2007

175 くもん 自然図鑑：動物カード くもん出版 2007

176
くもん　世界の国旗カード 1集 第2版 アジア・北
アメリカ・南アメリカ・オセアニア編

公文公 くもん出版 2007

177
くもん　世界の国旗カード 2集 第2版 ヨーロッ
パ・アフリカ編

公文公 くもん出版 2007

178 くもん　世界の国旗カード 3集 辻原康夫 くもん出版 2009

179 はじめてのあいうえおトランプ くもん出版 2008

180 水でおけいこ！もじ・かずボード くもん出版 くもん出版

181 ちびまる子ちゃん 反対ことばカード 日本アニメーション 永岡書店 2011

182
手作りカード（動詞・形容詞の活用、学年別漢字
配当表（2009年）、年号、下図の教え方と単位）

183 はじめてのあいうえおトランプ 宮本雄一郎(著)
太郎次郎社エディタ
ス

2008

184 ひらがなさいころつみき くもん出版 くもん出版 2007

185 部首トランプ 伊東信夫
太郎次郎社エディタ
ス

1998

番号 タイトル 編著者 出版社 出版年

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

187 「移動する子どもたち」と日本語教育 川上郁雄 明石書店 2006

188
外国人児童・生徒のための就学支援ハンドブッ
ク

岩手県国際交流協会 岩手県国際交流協会 2009

　★指導者向け参考書★
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189
こんなとき、どうする？発達障害のある子への
支援　小学校

内山登紀夫 (監修) ミネルヴァ書房 2009

190
こんなとき、どうする？発達障害のある子への
支援　中学校以降

内山登紀夫 (監修) ミネルヴァ書房 2009

191

すぐに使える!6か国語保育の会話&文書便利帳
―中国語/韓国語/ポルトガル語/スペイン語/

フィリピノ語/英語

外国人の子どもの保育研
究会(編集)

チャイルド本社 2004

192
中国人と小学校教師のための学校生活まるご
とガイド　中国語訳つき

須藤とみゑほか
スリーエーネットワー
ク

2005

193
日本語が話せないお友だちを迎えて～国際化
する教育現場からのＱ＆Ａ～

河原俊昭, 山本忠行, 野山
広

くろしお出版 2010

194 日本語で学ぶ学校からのお便り グループわかば グループわかば 2004

195
ブラジル人と小学校教師のための学校生活ま
るごとガイド　ポルトガル語訳つき

須藤とみゑほか
スリーエーネットワー
ク

2003
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