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書籍形態 書籍名 発行所（発売所） 価格ジャンル

ファイル  Nursery　school　handbook　ｆｏｒ　ｆｏｒｅｉｇｎ　Resiｄｅｎｔ　外国人保育の手引き （社）日本保育協会

「移動する子どもたち」のことばの教育学 くろしお出版 ¥3,780その他

『どっちから勉強する？日本語？母語？』小学校国語教科書翻訳教材（光村図書　小
学校「国語」教科書４年生準拠）

子どもラーニングサポート北陸小学校教科

＜中学に向けて＞日本語をまなぶ世界の子どものために　かんじだいすき　～社会・理科
編～

AJALT　（社）国際日本語普
及協会

¥2,100日本語・教科

カード １０１　漢字カルタ 太郎次郎社 ¥2,988

カード 108形声文字カルタ 太郎次郎社 ¥2,845

ファイル ４か国語で読む国語教科書　小５（上下）教育出版　＜スペイン語版＞ 埼玉県教育委員会教科

ファイル ４か国語で読む国語教科書　小５（上下）教育出版　＜ポルトガル語版＞ 埼玉県教育委員会教科

ファイル ４か国語で読む国語教科書　小５（上下）教育出版　＜英語版＞ 埼玉県教育委員会教科

ファイル ４か国語で読む国語教科書　小５（上下）教育出版　＜中語版＞ 埼玉県教育委員会教科

ファイル ４か国語で読む国語教科書　小５（上下）光村図書　＜スペイン語版＞ 埼玉県教育委員会教科

ファイル ４か国語で読む国語教科書　小５（上下）光村図書　＜ポルトガル語版＞ 埼玉県教育委員会教科

ファイル ４か国語で読む国語教科書　小５（上下）光村図書　＜英語版＞ 埼玉県教育委員会教科

ファイル ４か国語で読む国語教科書　小５（上下）光村図書　＜中語版＞ 埼玉県教育委員会教科

ファイル ４か国語で読む国語教科書　小６（上下）教育出版　＜スペイン語版＞ 埼玉県教育委員会教科

ファイル ４か国語で読む国語教科書　小６（上下）教育出版　＜ポルトガル語版＞ 埼玉県教育委員会教科

ファイル ４か国語で読む国語教科書　小６（上下）教育出版　＜英語版＞ 埼玉県教育委員会教科

ファイル ４か国語で読む国語教科書　小６（上下）教育出版　＜中語版＞ 埼玉県教育委員会教科
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ファイル ４か国語で読む国語教科書　小６（上下）光村図書　＜スペイン語版＞ 埼玉県教育委員会教科

ファイル ４か国語で読む国語教科書　小６（上下）光村図書　＜ポルトガル語版＞ 埼玉県教育委員会教科

ファイル ４か国語で読む国語教科書　小６（上下）光村図書　＜英語版＞ 埼玉県教育委員会教科

ファイル ４か国語で読む国語教科書　小６（上下）光村図書　＜中語版＞ 埼玉県教育委員会教科

カード ９８　部首カルタ 太郎次郎社 ¥2,988

Ang　Kanji　ay Kaibigan　（８０　kanjis)　１年生配当漢字 東京外国語大学　多言語・多
文化教育センター

漢字

Ang　Kanji　ay Kaibigan　160Kanjis　（２年生配当漢字）　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

漢字

Ang　Kanji　ay Kaibigan　80Kanjis　（１年生配当漢字）　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

漢字

Ang　Kanji　ay Kaibigan　80Kanjis　（１年生配当漢字）　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

漢字

Ang　Kanji　ay Kaiigan　200Kanjis　（３年生配当漢字）　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

漢字

HELLO JAPANESE FOR BOYS ANS GIRLS 凡人社 ¥2,000日本語

JAPANESE FOR YOUNG PEOPLE Ⅰ　Cassette Tapes 講談社インターナショナル日本語

JAPANESE FOR YOUNG PEOPLE Ⅰ　Kana Workbook 講談社インターナショナル日本語

JAPANESE FOR YOUNG PEOPLE Ⅰ　Student Book 講談社インターナショナル日本語

JAPANESE FOR YOUNG PEOPLE Ⅰ　Student Book 講談社インターナショナル日本語

JAPANESE FOR YOUNG PEOPLE Ⅱ Cassette Tapes 講談社 ¥6,195日本語

JAPANESE FOR YOUNG PEOPLE Ⅱ Kanji Woekbook 講談社 ¥2,415日本語

JAPANESE FOR YOUNG PEOPLE Ⅱ Student Book 講談社 ¥3,675日本語
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JAPANESE FOR YOUNG PEOPLE Ⅲ Kanji Woekbook 講談社 ¥2,730日本語

JAPANESE FOR YOUNG PEOPLE Ⅲ Student Book 講談社 ¥4,095日本語

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） ココ出版 ¥1,680日本語・教科

Kimono 日本語 Level 1 CIS Educational日本語

Kimono 日本語 Level 1 Teacher's Manual CIS Educational日本語

Kimono 日本語 Level 1 Workbook　 CIS Educational日本語

Meu Amigo Kanji  80Kanjis　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

漢字

Mi Amigo Kanji  80Kanjis　在日南米スペイ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

漢字

Mi Librode Japones No.1日本語

Mi Librode Japones No.2日本語

Mi Librode Japones No.2　指導書日本語

Mi Librode Japones No.3　指導書日本語

教科書 ONE WORLD English Course1 教育出版株式会社中学

教科書 ONE WORLD English Course2 教育出版株式会社中学

教科書 ONE WORLD English Course3 教育出版株式会社中学

-Vocabulario- Nivel Secundario Basico 中学教科単語帳　日本語←→スペイン語 宇都宮大学ＨＡＮＤＳプロジェク
ト　

中学

Yoroshiku　Kana Frieze Curriculum CORPORATION日本語

Yoroshiku　Moshi Moshi Curriculum CORPORATION日本語

Yoroshiku　Moshi Moshi　Teachers' Handbook Curriculum CORPORATION日本語
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ファイル Yoroshiku　Moshi Moshi　Teachers' Resources　 Curriculum CORPORATION日本語

Yoroshiku　Niko Niko Curriculum CORPORATION日本語

Yoroshiku　Niko Niko　Teachers' Handbook Curriculum CORPORATION日本語

ファイル Yoroshiku　Niko Niko　Teachers' Resources Curriculum CORPORATION日本語

Yoroshiku　Pera Pera Curriculum CORPORATION日本語

Yoroshiku　Pera Pera　Teachers' Handbook Curriculum CORPORATION日本語

ファイル Yoroshiku　Pera Pera　Teachers' Resources Curriculum CORPORATION日本語

あいうえお写真集　ベトナム ベトナム青年協会　日本語セン
ター

日本語

アジアの子どもの遊びー身近な国のおもちゃとその遊びかたー アジアこどもひろば/兵庫県在日
外国人教育研究協議会

¥500副教材

あたらしい　ぶんけい　さんすう 財団法人中国残留孤児援護
基金

¥1,100教科

教科書 いきいき生活　下 啓林館小学

イチから始める外国人の子どもの教育ー指導に困ったときの実践ガイドー 教育開発研究所 ¥2,100その他

ファイル いっしょにまなぼう　みえこさんの　にほんご （財）三重県国際交流財団日本語

いっしょに学ぼう！　国語（スペイン語版） 白鷗大学総合研究所教科

ファイル いっしょに学ぼう！　社会１（スペイン語版） 白鷗大学総合研究所教科

いっしょに学ぼう！　社会１（ポルトガル語版） 白鷗大学総合研究所教科

ファイル いっしょに学ぼう！　社会２（スペイン語版） 白鷗大学総合研究所教科

いっしょに学ぼう！　理科（スペイン語版） 白鷗大学総合研究所教科

ファイル いっしょに学ぼう！　理科（ポルトガル語版） 白鷗大学総合研究所教科
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ファイル いっしょに学ぼう！国語（タイ語）一部 白鴎大学総合研究所

ファイル いっしょに学ぼう！国語（ポルトガル語）一部 白鴎大学総合研究所

ファイル いっしょに学ぼう！社会１（タイ語） 白鳳大学総合研究所

ファイル いっしょに学ぼう！社会２（タイ語） 白鴎大学総合研究所

ファイル いっしょに学ぼう！社会２（ポルトガル語） 白鴎大学総合研究所

いつのまにか名探偵 偕成社 ¥1,050副教材

絵辞典 うごきのことば　えじてん ひかりのくに ¥1,575日本語

絵本 おけいこボードえほん　あいうえお マルミ

かけ足　数学　総復習・（上）―職業訓練校入校試験のための数学― 財団法人中国残留孤児援護
基金

教科

かけ足　数学　総復習・〈下〉―職業訓練校入校試験のための数学― 財団法人中国残留孤児援護
基金

教科

カード カタカナカード くもん出版 ¥1,260日本語

絵本 がっちゃんの夢 大阪府教育委員会

カード かんじ　だいすき（１） （社）国際日本語普及協会
（AJALT）

¥2,100漢字

カード かんじ　だいすき（２） （社）国際日本語普及協会 ¥2,940漢字

カード かんじ　だいすき（３） （社）国際日本語普及協会 ¥2,940漢字

かんじだいすき　～国語・算数編～　 公益財団法人　国際日本語
普及協会

¥2,100小学校教科

かんじだいすき　～日本語をまなぶ世界の子どものために～ AJALT　（社）国際日本語普
及協会

¥1,050漢字

かんじだいすき ～日本語をまなぶ世界の子どものために～ AJALT　（社）国際日本語普
及協会

漢字
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かんじだいすき（２） ～日本語をまなぶ世界の子どものために～ AJALT　（社）国際日本語普
及協会

¥1,470漢字

かんじだいすき（３） ～日本語をまなぶ世界の子どものために～ AJALT　（社）国際日本語普
及協会

¥1,680漢字

かんじだいすき（４） ～日本語をまなぶ世界の子どものために～ AJALT　（社）国際日本語普
及協会

¥2,100漢字

かんじだいすき（４） ～日本語をまなぶ世界の子どものために～ 漢字カード・絵カード AJALT　（社）国際日本語普
及協会

¥2,940漢字

かんじだいすき(５)　～日本語をまなぶ世界の子どものために～ AJALT　（社）国際日本語普
及協会

¥2,000漢字

かんじだいすき(５)　～日本語をまなぶ世界の子どものために～ AJALT　（社）国際日本語普
及協会

¥2,100漢字

かんじだいすき(５)　～日本語をまなぶ世界の子どものために～ 漢字カード・絵カード AJALT　（社）国際日本語普
及協会

¥2,940漢字

かんじだいすき(６)　～日本語をまなぶ世界の子どものために～ AJALT　（社）国際日本語普
及協会

¥2,000漢字

かんじだいすき(６)　～日本語をまなぶ世界の子どものために～ AJALT　（社）国際日本語普
及協会

¥2,100漢字

かんじだいすき(６)　～日本語をまなぶ世界の子どものために～　漢字カード・絵カード AJALT　（社）国際日本語普
及協会

¥2,940漢字

きせつ①　春一番 Kisetsu　Educational　Group日本語

ファイル キッズ南あわじ 南あわじ市教育委員会生活

ファイル キッズ南あわじ（スペイン語） 南あわじ市教育委員会生活

ファイル キッズ南あわじ（ポルトガル語） 南あわじ市教育委員会生活

ファイル キッズ南あわじ（中国語版） 南あわじ市教育委員会生活

辞典 くもんのことば　絵じてん くもん出版 ¥2,700

6/34 ページ



書籍形態 書籍名 発行所（発売所） 価格ジャンル

辞典 くもんの学習国語辞典 くもん出版 ¥1,800

カード くもんの自然図鑑カード　動物カード くもん出版 ¥1,050語彙

カード くもんの生活図鑑カード　たべものカード くもん出版 ¥945語彙

カード くもん式のおはなしカード2集 くもん出版 ¥1,020

カード くもん式のおはなしカード3集 くもん出版 ¥1,020

カード くもん式の大判ひらがなことばカード1集 くもん出版 ¥1,020

カード くもん式の大判ひらがなことばカード2集 くもん出版 ¥1,020

カード くもん式の大判ひらがなことばカード3集 くもん出版 ¥1,020

まんが クラスメイトは外国人　多文化共生２０の物語 明石書店 ¥1,260その他

ガイド くわしい英語　中学1年 シグマベスト ¥1,200中学

ガイド くわしい英語　中学2年 シグマベスト ¥1,200中学

ガイド くわしい英語　中学3年 シグマベスト ¥1,200中学

ガイド くわしい学習辞典　中学公民の精解と資料 シグマベスト ¥2,380中学

ガイド くわしい学習辞典　中学地理の精解と資料 シグマベスト ¥2,380中学

ガイド くわしい学習辞典　中学理科1分野の精解と資料 シグマベスト ¥2,380中学

ガイド くわしい学習辞典　中学理科2分野の精解と資料 シグマベスト ¥2,380中学

ガイド くわしい学習辞典　中学歴史の精解と資料 シグマベスト ¥2,380中学

ガイド くわしい公民　中学3年 シグマベスト ¥1,200中学

ガイド くわしい国語［文章読解］ シグマベスト ¥1,200中学

ガイド くわしい数学　中学1年 シグマベスト ¥1,200中学
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ガイド くわしい数学　中学2年 シグマベスト ¥1,200中学

ガイド くわしい数学　中学3年 シグマベスト ¥1,200中学

ガイド くわしい地理　中学1～2年 シグマベスト ¥1,200中学

ガイド くわしい理科　中学1年 シグマベスト ¥1,200中学

ガイド くわしい理科　中学2年 シグマベスト ¥1,200中学

ガイド くわしい理科　中学3年 シグマベスト ¥1,200中学

ガイド くわしい歴史　中学1～2年 シグマベスト ¥1,200中学

こうべを楽しもう 財団法人神戸国際協力交流
センター

生活

教科書 こくご　１　（上）　かざぐるま 光村図書小学

教科書 こくご　１　〈下〉　ともだち 光村図書小学

教科書 こくご　２　（上）　たんぽぽ 光村図書小学

教科書 こくご　２　〈下〉　赤とんぼ 光村図書小学

絵本 ことばあそびえほん　あいうえおっとせい さ・え・ら書房 ¥1,200

絵本 ことばあそびえほん　きっときってかってきて さ・え・ら書房 ¥1,200

絵本 ことばあそびえほん　くろいはかげさ さ・え・ら書房 ¥1,200

絵本 ことばあそびえほん　とととおっとっと さ・え・ら書房 ¥1,200

ことばとおぼえる　カタカナワーク 愛知教育大学日本語・教科

ことばとおぼえる　ひらがなワーク 愛知教育大学日本語・教科

ことばとまなぶ　算数文章題（２年生） 愛知教育大学出版会日本語・教科

ことばとまなぶ　算数文章題（３年生） 愛知教育大学出版会日本語・教科
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ことばのべんきょう 福音館 ¥2,159日本語

カード ことば遊び　絵カード１　食物・台所用品 すずき出版

カード ことば遊び　絵カード２　動物 すずき出版

カード ことば遊び　絵カード３　人・職業 すずき出版

カード ことば遊び　絵カード４　自然・行事・場所 すずき出版

カード ことば遊び　絵カード５　身のまわりのもの（１） すずき出版

カード ことば遊び　絵カード６　身のまわりのもの（２） すずき出版

辞典 こども　きせつのぎょうじ絵じてん くもん出版 ¥2,400

こども　にほんご　宝島 アスク ¥1,733副教材

辞典 こども　もののなまえ絵じてん 三省堂 ¥2,800

ファイル こどものための日ポ辞書 高橋節子（白鴎大学）

こどものための日本語練習帳シリーズ１　ひらがなMANIA　カード付 日亜学院 ¥3,000日本語

こどものための日本語練習帳シリーズ２　カタカナMANIA　カード付 日亜学院 ¥3,000日本語

ファイル こどものための和西辞書 高橋節子（白鴎大学）

こどものにほんご②れんしゅうちょう スリーエーネットワーク ¥1,155日本語

こどもの日本語 こどもの日本語教育研究会日本語

この算数、できる？ 中経出版 ¥1,470教科

この算数、できる？計算編 中経出版 ¥580教科

この算数、できる？図形編 中経出版 ¥520教科

絵本 さる・るるる 絵本館 ¥700
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絵本 さる・るるる　one more 絵本館 ¥700

絵本 さんさんさん 絵本館 ¥700

絵本 さんさんさん　その２ 絵本館 ¥700

シンポジウム　待ったなしの就学義務化!! 群馬教育大学・愛知教育大
学

その他

スイスイ書ける作文ゲーム18選 明治図書 ¥1,860日本語

ソーシャルスキル教育で子どもが変わる『小学校』 図書出版 ¥2,835

印刷版 タイ語・日本語　学校での会話集（携帯用）「こんなとき　なんて言う？」 日タイを言葉で結ぶ会　ラック
パーサータイ

学校生活

たのしいこどものにほんご 凡人社 ¥1,300日本語

たのしいにほんご　教材セット　高学年初級用 小学館 ¥7,875日本語

たのしいにほんご　教材セット　中学年初級用 小学館 ¥7,875日本語

たのしいにほんご　教材セット　低学年初級用 小学館 ¥7,875日本語

ファイル テストで使う言葉を学ぼう 帰国した子どもの教育センター
校　大阪市立豊崎中学校

教科

でら役立つ私たちのアイデア 愛知教育大学日本語

ファイル ともだちになろう！ 静岡市教育委員会学校教育
課・静岡大学教育学部

絵辞典 なまえのことば　えじてん ひかりのくに ¥1,575日本語

にほんごかんたん　SPEAK　JAPANESE　Book1 研究社出版 ¥1,800日本語

にほんごかんたん　SPEAK　JAPANESE　Book1　Teacher's Manual 研究社出版 ¥2,480日本語

にほんごかんたん　SPEAK　JAPANESE　Book2 研究社出版 ¥2,060日本語

にほんごかんたん　SPEAK　JAPANESE　Book2　Teacher's Manual 研究社出版 ¥3,200日本語
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書籍形態 書籍名 発行所（発売所） 価格ジャンル

にほんごかんたん　SPEAK　JAPANESE　Book3 研究社出版 ¥2,100日本語

にほんごかんたん　SPEAK　JAPANESE　Book3　Teacher's Manual 研究社出版 ¥3,150日本語

にほんごだいすき１　おしえかたガイド むぎ書房 ¥1,500日本語

にほんごだいすき１　たんごのほん むぎ書房日本語

にほんごだいすき１　たんごのほん むぎ書房 ¥1,800日本語

にほんごだいすき１　テキスト むぎ書房 ¥1,200日本語

にほんごだいすき１　ワークブック むぎ書房 ¥600日本語

にほんごだいすき２　おしえかたガイド むぎ書房 ¥1,800日本語

にほんごだいすき２　テキスト むぎ書房 ¥1,200日本語

にほんごのほん　Japanese For Children S.T.A. ¥1,236日本語

にほんごをまなぼう ぎょうせい ¥980日本語

にほんごをまなぼう　教師用指導書 ぎょうせい ¥2,752日本語

にほんにすむブラジルのこどもたちへ 愛知教育大学日本語

絵本 ばく・くくく 絵本館 ¥700

カード はじめてのあいうえおトランプ 太郎次郎社エディタス ¥2,100

辞典 はじめてのもじ・ことばシリーズ1　もののなまえずかん 学研 ¥2,250

辞典 はじめてのもじ・ことばシリーズ2　あいうえおえほん 学研 ¥1,600

辞典 はじめてのもじ・ことばシリーズ3　うごきのことばずかん 学研 ¥2,250

辞典 はじめての国語じてん 日本放送出版協会 ¥1,500

ファイル はじめての日本語とクラスの仲間づくり～日本語初期指導カリキュラムと指導プラン～ 静岡県教育委員会　学校教
育課
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書籍形態 書籍名 発行所（発売所） 価格ジャンル

カード ひらがなカード くもん出版 ¥1,260日本語

ひろこさんの　たのしい　にほんご　１　（第２版） 凡人社 ¥1,800日本語

ひろこさんの　たのしい　にほんご　１　教師用指導書（第２版） 凡人社 ¥2,500日本語

ひろこさんのたのしいにほんご 凡人社 ¥1,854日本語

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 凡人社 ¥1,236日本語

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 凡人社 ¥1,000日本語

ひろこさんのたのしいにほんご1　教師用指導書 凡人社 ¥2,575日本語

ＣＤ－ＲＯＭ ひろこさんのたのしいにほんご１絵カード 凡人社日本語

ひろこさんのたのしいにほんご2 凡人社 ¥1,854日本語

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 凡人社 ¥1,854日本語

ひろこさんのたのしいにほんご2　教師用指導書 凡人社 ¥2,940日本語

ひろこさんのたのしい絵カード1 凡人社 ¥13,000日本語

ひろこさんのたのしい絵カード1　CD－R版 凡人社 ¥3,990日本語

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 スリーエーネットワーク ¥1,575生活

ブラジル人児童と先生のためのポルトガル語コミュニケーション 国際語学社 ¥1,575ポルトガル語

ファイル プレスクール実施マニュアル 愛知県地域振興部国際課多
文化共生推進室

学校生活・日

ボランティアとしての日本語支援 外国人児童生徒受入体制整
備研究会

マイノリティー児童の言語学習状況　～非集住地区に居住するブラジル人児童を対象に
～

神戸大学大学院国際文化学
研究科

絵本 みんながおしえてくれました 絵本館 ¥1,200
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書籍形態 書籍名 発行所（発売所） 価格ジャンル

みんなで奏でよう　ことばのトライアングル（日・英・ポ対照学習帳） 愛知教育大学日本語

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 地球っ子クラブ2000　その他

もじ・かずボード（ひらがな・カタカナ・すうじ） くもん出版 ¥2,940

ファイル もっとたのしい　ひろこさんの　たのしい　にほんご日本語

やさしいにほんご　初級 成美堂 ¥1,800日本語

やさしいにほんご　上級 成美堂 ¥1,845日本語

やさしいにほんご　中級 成美堂 ¥1,800日本語

やさしいにほんご　入門 成美堂 ¥2,000日本語

絵本 やさしい日本語教室　イソップどうわ 講談社インターナショナル ¥1,000

絵本 やさしい日本語教室　おむすびころりん 講談社インターナショナル ¥1,000

絵本 やさしい日本語教室　しらゆきひめ 講談社インターナショナル ¥1,000

絵本 やさしい日本語教室　シンデレラ 講談社インターナショナル ¥1,000

絵本 やさしい日本語教室　つるのおんがえし 講談社インターナショナル ¥1,000

やってみよう！にほんご　かんたん 群馬大学大学院教育学研究
科　所澤研究室

¥1,365

やってみよう！にほんご　かんたん　ひらがな絵カード 群馬大学大学院教育学研究
科　所澤研究室

¥1,365

やってみよう！にほんごかんたん 群馬大学大学院教育学研究
科

日本語

絵本 ユカの花ものがたり　たすけあう、植物と動物たち 小学館 ¥1,680

カード ゆびなぞりカード　ひらがな くもん出版 ¥1,890語彙

ようこそ日本の学校へ　－日本語指導が必要な外国人児童生徒の指導資料ー 文部省 ¥1,020生活
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書籍形態 書籍名 発行所（発売所） 価格ジャンル

よりよい出会いのために ぎょうせい ¥2,100　その他

らくらく算数２下『啓林館わくわく算数』準拠リライト教科書 愛知教育大学日本語

らくらく算数２上『啓林館わくわく算数』準拠リライト教科書 愛知教育大学日本語

らくらく算数３下『啓林館わくわく算数』準拠リライト教科書 愛知教育大学日本語

らくらく算数３上『啓林館わくわく算数』準拠リライト教科書 愛知教育大学日本語

らくらく算数４下『啓林館わくわく算数』準拠リライト教科書 愛知教育大学日本語

らくらく算数４上『啓林館わくわく算数』準拠リライト教科書 愛知教育大学日本語

らくらく算数５下『啓林館わくわく算数』準拠リライト教科書 愛知教育大学日本語

らくらく算数５上『啓林館わくわく算数』準拠リライト教科書 愛知教育大学日本語

らくらく算数６下『啓林館わくわく算数』準拠リライト教科書 愛知教育大学日本語

らくらく算数６上『啓林館わくわく算数』準拠リライト教科書 愛知教育大学日本語

らくらく書ける　作文プリント　小学２年生 清風堂書店　出版部小学

らくらく書ける　作文プリント　小学３年生 清風堂書店　出版部小学

らくらく書ける　作文プリント　小学4年生 清風堂書店　出版部 ¥1,365小学

らくらく書ける　作文プリント　小学5年生 清風堂書店　出版部 ¥1,365小学

らくらく書ける　作文プリント　小学6年生 清風堂書店　出版部 ¥1,365小学

教科書 わくわくさんすう１ 啓林館小学

教科書 わくわく算数２　（上） 啓林館小学

教科書 わくわく算数２　〈下〉 啓林館小学

教科書 わくわく算数３　（上） 啓林館小学
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書籍形態 書籍名 発行所（発売所） 価格ジャンル

教科書 わくわく算数３　〈下〉 啓林館小学

教科書 わくわく算数４　（上） 啓林館小学

教科書 わくわく算数４　〈下〉 啓林館小学

教科書 わくわく算数５　（上） 啓林館小学

教科書 わくわく算数５　〈下〉 啓林館小学

教科書 わくわく算数６　（上） 啓林館小学

教科書 わくわく算数６　〈下〉 啓林館小学

教科書 わくわく生活　（上） 啓林館小学

ファイル ワクワク日本語 大阪市教育委員会日本語

教科書 わくわく理科３ 啓林館小学

教科書 わくわく理科４　（上） 啓林館小学

教科書 わくわく理科４　〈下〉 啓林館小学

教科書 わくわく理科５　（上） 啓林館小学

教科書 わくわく理科５　〈下〉 啓林館小学

教科書 わくわく理科６　（上） 啓林館小学

教科書 わくわく理科６　〈下〉 啓林館小学

わたしのにほん　BOOK1 CHARLES E. TUTTLE 
COMPANY

日本語

わたしのにほん　BOOK2　（行方不明） CHARLES E. TUTTLE 
COMPANY

日本語

わたしのにほん　BOOK3 チャールズ・イー・タトル出版日本語
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書籍形態 書籍名 発行所（発売所） 価格ジャンル

わたしのにほんご　No.1　(テープ付) 凡人社日本語

わたしのにほんご　No.1　指導書　（行方不明） 凡人社日本語

わたしのにほんご　No.2　(テープ付) 凡人社日本語

わたしのにほんご　No.2　指導書　(テープ付) 凡人社 ¥1,600日本語

わたしのにほんご　No.3 凡人社 ¥1,200日本語

わたしのにほんご　No.3　指導書　（行方不明） 凡人社日本語

プリント教材 家庭用教材シリーズ　ことばのテーブル　100枚プリント第２集 葛西ことばのテーブル ¥1,050教科

プリント教材 家庭用教材シリーズ　ことばのテーブル　100枚プリント第４集 葛西ことばのテーブル ¥1,050教科

絵でつづる日本語例文集（動詞編） 凡人社日本語

絵でわかる　かんたんかんじ160 スリーエーネットワーク ¥1,575漢字

絵でわかる　かんたんかんじ80 スリーエーネットワーク ¥1,365漢字

絵でわかるかんたんかんじ200 スリーエーネットワーク ¥1,689漢字

外国につながる子どもがホッとする授業づくり～教科書を活用したアイデア集～ （財）かながわ国際交流財団小学

ファイル 外国につながる子どもがホッとする授業づくり～教科書を活用したアイデア集～ （財）かながわ国際交流財団小学

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ー 日本語教育小委員会　その他

外国人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ー 日本語教育小委員会　その他

ファイル 外国人の子どもに向けたキャリアガイド（職業案内） 三重県市町　多文化共生ワー
キング

進路

外国人の子どものための日本語　こどものにほんご１ スリーエーネットワーク ¥2,100日本語

外国人の子どものための日本語　こどものにほんご１　れんしゅうちょう スリーエーネットワーク ¥1,050日本語

外国人の子どものための日本語　こどものにほんご１　絵カード スリーエーネットワーク ¥1,680日本語
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書籍形態 書籍名 発行所（発売所） 価格ジャンル

外国人の子どものための日本語　こどものにほんご２ スリーエーネットワーク ¥2,100日本語

外国人の子どものための日本語　こどものにほんご２　絵カード スリーエーネットワーク ¥2,100日本語

外国人の子どものための日本語　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

スリーエーネットワーク ¥2,000日本語

外国人子女の日本語指導に関する調査研究《最終報告書》資料集 外国人子女の日本語指導に
関する調査研究協力者会議

　その他

外国人児童・生徒を教えるためのリライト教材 ふくろう出版 ¥1,575教科

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 スリーエーネットワーク ¥1,890ＪＳＬ

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 スリーエーネットワーク ¥1,800ＪＳＬ

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 スリーエーネットワーク ¥1,800ＪＳＬ

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 スリーエーネットワーク ¥1,800ＪＳＬ

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」 スリーエーネットワーク ¥1,500ＪＳＬ

外国人児童のためのさんすう文章題（４～６年生） 愛知教育大学日本語

外国人児童のための算数マルチメディア教材 愛知教育大学ＤＶＤ

外国人児童のための社会科教科ワークシート集 愛知教育大学教科

外国人児童のための社会科教科ワークシート集と防災学習用地図の開発 愛知教育大学教科

ファイル 外国人児童のための翻訳教材【漢字熟語集】 （財）兵庫県国際交流協会/兵
庫日本語ボランティアネットワー
ク

教科

ファイル 外国人児童のための翻訳教材【算数用語カード】 （財）兵庫県国際交流協会/兵
庫日本語ボランティアネットワー
ク

教科

ファイル 外国人児童のための翻訳教材【理科用語カード】 （財）兵庫県国際交流協会/兵
庫日本語ボランティアネットワー
ク

教科
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書籍形態 書籍名 発行所（発売所） 価格ジャンル

ファイル 外国人児童生徒・保護者のための学校の手引き『学校だいすき』 静岡市教育委員会

外国人児童生徒のための日本語指導１－ｶﾘｷｭﾗﾑ･ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝと評価－ ぎょうせい ¥2,100日本語

外国人児童生徒のための日本語指導２－算数（数学）・理科の教科書－語彙と漢字－ ぎょうせい ¥2,100日本語

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

外国人児童生徒のための日本語指導３－中国語版文法説明－ ぎょうせい ¥1,890日本語

外国人児童生徒のための日本語指導４－ポルトガル語版文法説明－ ぎょうせい ¥2,310日本語

学校あいうえお 特定非営利活動法人　篠山
国際理解センター

生活

ファイル 学校あいうえお 特定非営利活動法人　篠山
国際理解センター

生活

学校教育におけるＪＳＬカリキュラム　（中学校編） 文部科学省ＪＳＬ

学校教育におけるＪＳＬカリキュラム　中学校（国語科）　学校教育におけるＪＳＬカリキュラム
（中学校編）開発に係る協力者会議報告書

文部科学省初等中等教育局
国際教育課

ＪＳＬ

学校教育におけるＪＳＬカリキュラム　中学校編(英語科)　学校教育におけるＪＳＬカリキュラ
ム（中学校編）開発に係る協力者会議報告書

文部科学省初等中等教育局
国際教育課

ＪＳＬ

学校教育におけるＪＳＬカリキュラム　中学校編（社会科）　学校教育におけるＪＳＬカリキュ
ラム（中学校編）開発に係る協力者会議報告書

文部科学省初等中等教育局
国際教育課

ＪＳＬ

学校教育におけるＪＳＬカリキュラム　中学校編（数学科）　学校教育におけるＪＳＬカリキュ
ラム（中学校編）開発に係る協力者会議報告書

文部科学省初等中等教育局
国際教育課

ＪＳＬ

学校教育におけるＪＳＬカリキュラム　中学校編（理科）　学校教育におけるＪＳカリキュラム
（中学校編）開発に係る協力者会議報告書

文部科学省初等中等教育局
国際教育課

ＪＳＬ

学校教育におけるJSLカリキュラムの開発について（最終報告） 文部科学省初等中等教育局
国際教育課

ＪＳＬ

学校生活　日本語ワークブック 凡人社 ¥1,365生活

学校生活ガイド（日本語目次） 兵庫県教育委員会生活
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書籍形態 書籍名 発行所（発売所） 価格ジャンル

ファイル 学校大好き　ベトナム人児童に対する日本語教材 姫路獨協大学外国語学部日
本語学科

生活

楽しい学校（教科編）～教科書によく出てくる漢字や言葉～　カンボジア語 大和教育委員会教科

楽しい学校（教科編）～教科書によく出てくる漢字や言葉～　スペイン語 大和教育委員会教科

楽しい学校（教科編）～教科書によく出てくる漢字や言葉～　タガログ語 大和教育委員会教科

楽しい学校（教科編）～教科書によく出てくる漢字や言葉～　ハングル語 大和教育委員会教科

楽しい学校（教科編）～教科書によく出てくる漢字や言葉～　ベトナム語 大和教育委員会教科

楽しい学校（教科編）～教科書によく出てくる漢字や言葉～　ポルトガル語 大和教育委員会教科

楽しい学校（教科編）～教科書によく出てくる漢字や言葉～　英語 大和教育委員会教科

楽しい学校（教科編）～教科書によく出てくる漢字や言葉～　中国語 大和教育委員会教科

楽しい学校～はじめてのにほんご～　カンボジア語 大和教育委員会日本語

楽しい学校～はじめてのにほんご～　スペイン語 大和教育委員会日本語

楽しい学校～はじめてのにほんご～　タガログ語 大和教育委員会日本語

楽しい学校～はじめてのにほんご～　ハングル語 大和教育委員会日本語

楽しい学校～はじめてのにほんご～　ベトナム語 大和教育委員会日本語

楽しい学校～はじめてのにほんご～　ポルトガル語 大和教育委員会日本語

楽しい学校～はじめてのにほんご～　英語 大和教育委員会日本語

楽しい学校～はじめてのにほんご～　中国語 大和教育委員会日本語

楽しい学校～外国人児童生徒保護者のための手引き～　カンボジア語 大和教育委員会生活

楽しい学校～外国人児童生徒保護者のための手引き～　スペイン語 大和教育委員会生活

楽しい学校～外国人児童生徒保護者のための手引き～　タガログ語 大和教育委員会生活
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楽しい学校～外国人児童生徒保護者のための手引き～　ハングル語 大和教育委員会生活

楽しい学校～外国人児童生徒保護者のための手引き～　ベトナム語 大和教育委員会生活

楽しい学校～外国人児童生徒保護者のための手引き～　ポルトガル語 大和教育委員会生活

楽しい学校～外国人児童生徒保護者のための手引き～　英語 大和教育委員会生活

楽しい学校～外国人児童生徒保護者のための手引き～　中国語 大和教育委員会生活

教科書 楽しく学ぶ　小学生の地図帳　４・５・６年　初訂版 帝国書院小学

漢字がたのしくなる本　ワーク①　基本漢字あそび 太郎次郎社 ¥1,213漢字

漢字がたのしくなる本　ワーク②　あわせ漢字あそび 太郎次郎社 ¥1,213漢字

漢字がたのしくなる本　ワーク③　部首あそび 太郎次郎社 ¥1,213漢字

漢字がたのしくなる本　ワーク④　漢字の音あそび　形声文字 太郎次郎社 ¥1,213漢字

漢字がたのしくなる本　ワーク⑤　形成文字あそび　形成文字２　 太郎次郎社 ¥1,213漢字

漢字がたのしくなる本　ワーク⑥　漢字の単語あそび 太郎次郎社 ¥1,213漢字

漢字がたのしくなる本①　500字で漢字のぜんぶがわかる　１０１字の基本漢字　改訂版 太郎次郎社 ¥1,050漢字

漢字がたのしくなる本②　500字で漢字のぜんぶがわかる　１２８字のあわせ漢字　改訂版 太郎次郎社 ¥1,050漢字

漢字がたのしくなる本③　500字で漢字のぜんぶがわかる　１５９の部首　改訂版 太郎次郎社 ¥1,050漢字

漢字がたのしくなる本④　500字で漢字のぜんぶがわかる　１４６の音記号 太郎次郎社 ¥1,050漢字

漢字がたのしくなる本⑤　500字で漢字のぜんぶがわかる　１４２の音記号 太郎次郎社 ¥1,050漢字

漢字がたのしくなる本⑥　500字で漢字のぜんぶがわかる　漢字の単語づくり 太郎次郎社 ¥1,050漢字

カード 漢字組みたてパズルセット 太郎次郎社 ¥1,835

漢字遊びFAX資料集　小学校１・２年生　 民衆社 ¥1,890漢字
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漢字遊びFAX資料集　小学校３・４年生　 民衆社 ¥1,890漢字

漢字遊びFAX資料集　小学校５・６年生　 民衆社 ¥1,890漢字

基礎研究　来るべき日系南米人児童生徒就学義務化に対する教育条件整備と教育養
成・研修の研究

群馬大学大学院教育学研究
科　

その他

ファイル 帰国・来日等の子どものための「歴史」学習対訳補助教材　日本のあゆみと世界＜スペイ
ン語版＞

教科

ファイル 帰国・来日等の子どものための「歴史」学習対訳補助教材　日本のあゆみと世界＜タイ語
版＞

教科

ファイル 帰国・来日等の子どものための「歴史」学習対訳補助教材　日本のあゆみと世界＜フィリ
ピノ語版＞

教科

ファイル 帰国・来日等の子どものための「歴史」学習対訳補助教材　日本のあゆみと世界＜ポルト
ガル語版＞

教科

ファイル 帰国・来日等の子どものための「歴史」学習対訳補助教材　日本のあゆみと世界＜英語
版＞

教科

ファイル 帰国・来日等の子どものための「歴史」学習対訳補助教材　日本のあゆみと世界＜韓国・
朝鮮語版＞

教科

ファイル 帰国・来日等の子どものための「歴史」学習対訳補助教材　日本のあゆみと世界＜中国
語版＞

教科

ファイル 帰国・来日等の子どものための「歴史」学習対訳補助教材　日本のあゆみと世界＜日本
語版＞

教科

ファイル 帰国・来日等の子どものための社会科学習対訳補助教材　日本の地理と産業 大阪市教育委員会教科

帰国生徒教育の研究　2008 京都教育大学付属桃山中学
校

その他

印刷板 気持ちを伝えるカード（小学生用）中国語・ポルトガル語・スペイン語 なら・シルクロード博記念国際
交流協会

学校生活

ファイル 泣かないで　８カ国の保育日常会話集 神戸アジア保育交流会
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ファイル 教科学習における日本語指導のてびき～算数の用語等～　抜粋版 国際教育センター　神戸大学
発達科学部付属住吉校　日
本語カリキュラムプロジェクト

教科

ガイド 教科書ガイド＜啓林版＞小学算数4年（上） 新興出版社啓林館 ¥1,575小学

ガイド 教科書ガイド＜啓林版＞小学算数4年〈下〉 新興出版社啓林館 ¥1,575小学

ガイド 教科書ガイド＜啓林版＞小学算数5年（上） 新興出版社啓林館 ¥1,575小学

ガイド 教科書ガイド＜啓林版＞小学算数5年〈下〉 新興出版社啓林館 ¥1,575小学

ガイド 教科書ガイド＜啓林版＞小学算数6年（上） 新興出版社啓林館 ¥1,575小学

ガイド 教科書ガイド＜啓林版＞小学算数6年〈下〉 新興出版社啓林館 ¥1,575小学

ガイド 教科書ガイド＜啓林版＞小学理科5年　上・下 新興出版社啓林館 ¥1,680小学

ガイド 教科書ガイド＜啓林版＞小学理科6年　上・下 新興出版社啓林館 ¥1,680小学

ワーク 教科書ワーク（啓林館版）わくわくさんすう1ねん 株式会社　文理 ¥1,029小学

ワーク 教科書ワーク（啓林館版）わくわく算数2年 株式会社　文理 ¥1,029小学

ワーク 教科書ワーク（啓林館版）わくわく算数3年 株式会社　文理 ¥1,029小学

ワーク 教科書ワーク（啓林館版）わくわく算数4年 株式会社　文理 ¥1,029小学

ワーク 教科書ワーク（啓林館版）わくわく算数5年 株式会社　文理 ¥1,029小学

ワーク 教科書ワーク（啓林館版）わくわく算数6年 株式会社　文理 ¥1,029小学

ワーク 教科書ワーク（啓林館版）わくわく理科3年 株式会社　文理 ¥1,029小学

ワーク 教科書ワーク（啓林館版）わくわく理科4年 株式会社　文理 ¥1,029小学

ワーク 教科書ワーク（啓林館版）わくわく理科5年 株式会社　文理 ¥1,029小学

ワーク 教科書ワーク（啓林館版）わくわく理科6年 株式会社　文理 ¥1,029小学
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ワーク 教科書ワーク（光村図書版）こくご1ねん 株式会社　文理 ¥1,029小学

ワーク 教科書ワーク（光村図書版）こくご2年 株式会社　文理 ¥1,029小学

ワーク 教科書ワーク（光村図書版）国語3年 株式会社　文理 ¥1,029小学

ワーク 教科書ワーク（光村図書版）国語4年 株式会社　文理 ¥1,029小学

ワーク 教科書ワーク（光村図書版）国語5年 株式会社　文理 ¥1,029小学

ワーク 教科書ワーク（光村図書版）国語6年 株式会社　文理 ¥1,029小学

ワーク 教科書ワーク（大阪書籍版）小学社会3･4（上） 株式会社　文理 ¥1,029小学

ワーク 教科書ワーク（大阪書籍版）小学社会3･4〈下〉 株式会社　文理 ¥1,029小学

ワーク 教科書ワーク（大阪書籍版）小学社会5年 株式会社　文理 ¥1,029小学

ワーク 教科書ワーク（大阪書籍版）小学社会6年 株式会社　文理 ¥1,029小学

金田一先生と学ぶ　小学生のための【まんが】ことわざ大辞典 すばる舎 ¥1,890日本語

金田一先生の使ってのばそう日本語力４　学校で使う敬語 あかね書房 ¥3,150日本語

金田一先生の使ってのばそう日本語力５　家や近所で使う敬語 あかね書房 ¥3,150日本語

教科書 現代の国語１ 三省堂中学

教科書 現代の国語２ 三省堂中学

教科書 現代の国語３ 三省堂中学

言葉図鑑1　うごきのことば 偕成社副教材

言葉図鑑10　なまえのことば 偕成社副教材

言葉図鑑2　ようすのことば 偕成社副教材

言葉図鑑3　かざるのことばA 偕成社副教材
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言葉図鑑4　かざるのことばB 偕成社副教材

言葉図鑑5　つなぎのことば 偕成社副教材

言葉図鑑6　くらしのことば 偕成社副教材

言葉図鑑7　たとえのことば 偕成社副教材

言葉図鑑8　かくれたことば 偕成社副教材

言葉図鑑9　しっぽのことば 偕成社副教材

個に応じた日本語指導と学習指導 大阪市立南中学校　田中薫日本語・教科

高校生のための批評入門 筑摩書房 ¥950高校

高校生のための文章読本 筑摩書房 ¥950高校

高校生の日本語12ヶ月　練習帳 財団法人　エイ・エフ・エス日本
協会

¥1,575高校

教科書 国語　３　（上）　わかば 光村図書小学

教科書 国語　３　〈下〉　あおぞら 光村図書小学

教科書 国語　４　（上）　かがやき　 光村図書小学

教科書 国語　４　〈下）　はばたき 光村図書小学

教科書 国語　５　（上）　銀河 光村図書小学

教科書 国語　５　〈下〉　大地 光村図書小学

教科書 国語　６　（上）　創造 光村図書小学

教科書 国語　６　〈下〉　希望 光村図書小学

国語がもっとすきになる本（５冊入） 偕成社 ¥7,875教科

国語リライト教材の開発 愛知教育大学教科
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国語リライト教材の開発と実践 愛知教育大学教科

辞典 最新　小学国語辞典 角川書店

ダウンロード 彩の国　彩と武蔵の学習帳 埼玉県教育委員会教科

ファイル 在学校的日常会話生活

印刷版 在日フィリピン人児童のための算数教材　足し算・引き算　日本語クリアー（日本人指導者
用）

東京外国語大学　多言語・多
文化教育研究センター

教科

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

漢字

ダウンロード 在日ブラジル人児童のための漢字教材　1年生配当漢字 東京外国語大学　多言語・多
文化教育研究センター

漢字

ダウンロード 在日ブラジル人児童のための漢字教材　1年生配当漢字＜付録＞ 東京外国語大学　多言語・多
文化教育研究センター

漢字

ダウンロード 在日ブラジル人児童のための漢字教材　2年生配当漢字＜付録＞ 東京外国語大学　多言語・多
文化教育研究センター

漢字

ダウンロード 在日ブラジル人児童のための漢字教材　2年生配当漢字① 東京外国語大学　多言語・多
文化教育研究センター

漢字

ダウンロード 在日ブラジル人児童のための漢字教材　2年生配当漢字② 東京外国語大学　多言語・多
文化教育研究センター

漢字

ダウンロード 在日ブラジル人児童のための漢字教材　3年生配当漢字＜付録＞ 東京外国語大学　多言語・多
文化教育研究センター

漢字

ダウンロード 在日ブラジル人児童のための漢字教材　3年生配当漢字① 東京外国語大学　多言語・多
文化教育研究センター

漢字

ダウンロード 在日ブラジル人児童のための漢字教材　3年生配当漢字② 東京外国語大学　多言語・多
文化教育研究センター

漢字

ダウンロード 在日ブラジル人児童のための漢字教材　足し算・引き算　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

漢字
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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

教科

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

教科

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

教科

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

教科

在日マイノリティスタディーズⅠ KOBE外国人支援ネットワーク
編

¥1,050その他

冊子「愛」別冊　「絵で学ぶ日本語入門（カンボジア語版）」 財団法人アジア福祉教育財団

冊子「愛」別冊　「絵で学ぶ日本語入門（フランス語版）」 財団法人アジア福祉教育財団

冊子「愛」別冊　「絵で学ぶ日本語入門（ベトナム語版）」 財団法人アジア福祉教育財団

冊子「愛」別冊　「絵で学ぶ日本語入門（ミャンマー語版）」 財団法人アジア福祉教育財団

冊子「愛」別冊　「絵で学ぶ日本語入門（ラオス語版）」 財団法人アジア福祉教育財団

冊子「愛」別冊　「絵で学ぶ日本語入門（中国語版）」 財団法人アジア福祉教育財団

ガイド 三省堂　現代の国語　教科書ガイド1 三省堂 ¥1,890中学

ガイド 三省堂　現代の国語　教科書ガイド2 三省堂 ¥1,890中学

ガイド 三省堂　現代の国語　教科書ガイド3 三省堂 ¥1,890中学

ファイル 算数科の教科書に出てくる言葉　チェック問題 大阪市教育国際化推進協議
会

教科
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辞典 子どもことわざ辞典 講談社 ¥1,900

子どもといっしょに楽しむ　ことばあそびの詩100 たんぽぽ出版 ¥2,310副教材

子どもの参画－参画型地域活動支援の方法－ 学文社 ¥1,995未就学

ファイル 子どもの数だけ夢がある　外国人の子どもたちのための進路ガイド　ブラジル・ポルトガル語
版

可児市国際交流協会・美濃
加茂国際交流協会

生活

子供達に教える日本語 凡人社 ¥2,580日本語

絵本 私の国は海のむこう 東京図書出版会 ¥1,260

私も「移動する子ども」だった くろしお出版 ¥1,470その他

児童・生徒のための日本語わいわい活動集 スリーエーネットワーク ¥2,500日本語

児童生徒に対する日本語教育のための基本語彙調査 ひつじ書房 ¥4,095　その他

辞典 辞典に強くなる本

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～　予稿集＆報告書　その他

教科書 社会科　中学生の地理　世界のなかの日本　初訂版 帝国書院中学

教科書 社会科　中学生の歴史　日本の歩みと世界の動き　初訂版 帝国書院中学

ファイル 就学支援ガイドブック　－タイ語ー 兵庫県外国人児童生徒就学
支援連絡協議会

生活

ファイル 就学支援ガイドブック　－中国語・韓国、朝鮮語・ベトナム語・タガログ語ー 2007年兵庫県外国人児童生
徒就学支援連絡協議会

生活

ファイル 就学支援ガイドブック　－日本語・英語・スペイン語・ポルトガル語ー 2007年兵庫県外国人児童生
徒就学支援連絡協議会

生活

初期指導から教科学習へ　算数文章題のキーワードを教える　－知立東小学校における
実践報告ー

愛知教育大学教科

小学　国語習熟プリント　1年生 清風堂書店　出版部 ¥1,420小学
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小学　国語習熟プリント　2年生 清風堂書店　出版部 ¥1,420小学

小学　国語習熟プリント　3年生 清風堂書店　出版部 ¥1,420小学

小学　国語習熟プリント　4年生 清風堂書店　出版部 ¥1,420小学

小学　国語習熟プリント　5年生 清風堂書店　出版部 ¥1,420小学

小学　国語習熟プリント　6年生 清風堂書店　出版部 ¥1,420小学

小学学習漢字の正しい書き方 旺文社漢字

ガイド 小学教科書ガイド（光村図書出版版）小学国語4年（上） 株式会社　文理 ¥1,554小学

ガイド 小学教科書ガイド（光村図書出版版）小学国語4年〈下〉 株式会社　文理 ¥1,554小学

ガイド 小学教科書ガイド（光村図書出版版）小学国語5年（上） 株式会社　文理 ¥1,554小学

ガイド 小学教科書ガイド（光村図書出版版）小学国語5年〈下〉 株式会社　文理 ¥1,554小学

ガイド 小学教科書ガイド（光村図書出版版）小学国語6年（上） 株式会社　文理 ¥1,554小学

ガイド 小学教科書ガイド（光村図書出版版）小学国語6年〈下〉 株式会社　文理 ¥1,554小学

教科書 小学社会　３・４年　（上） 大阪書籍小学

教科書 小学社会　３・４年　〈下〉 大阪書籍小学

教科書 小学社会　５年　（上） 大阪書籍小学

教科書 小学社会　５年　〈下〉 大阪書籍小学

教科書 小学社会　６年　（上） 大阪書籍小学

教科書 小学社会　６年　〈下〉 大阪書籍小学

辞典 小学生　ことばの達人になる辞典 三省堂 ¥1,400

印刷版 小学生・中学生の教育ガイド　学校での教育・家庭での教育 日タイを言葉で結ぶ会　ラック
パーサータイ

学校生活
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小学生のための会話練習ワーク ココ出版 ¥2,100日本語

辞典 小学生のための漢字をおぼえる辞典 旺文社 ¥1,200

ファイル 小学生の社会　ポルトガル語翻訳版 日本文教出版教科

常用漢字の学習 学友出版 ¥350漢字

常用漢字の学習 学友出版 ¥350漢字

新演習　常用漢字の征服 桐原書店 ¥420漢字

カード 新版　あわせ漢字ビンゴゲーム１ 太郎次郎社 ¥1,300漢字

カード 新版　あわせ漢字ビンゴゲーム２ 太郎次郎社 ¥1,300漢字

新版　いっしょにまなぼう　みえこさんのにほんご (財)三重県国際交流団体日本語

新版　カラー版　新国語便覧 第一学習社 ¥890教科

教科書 新編　新しい社会　公民 東京書籍中学

教科書 新編　中学校社会科地図　初訂版 帝国書院中学

図形を学ぼう（外国人児童のための算数教材１～３年） 愛知教育大学日本語

数学・英語・地理・理科（一分野／二分野）中学教科単語帳（日本語　↭　タイ語） 宇都宮大学HANDSプロジェクト中学校教科

西語圏年少者向け初級後半日本語教科書　にほんごジャンプ 独立行政法人国際協力機構日本語

西語圏年少者向け初級後半日本語教科書　にほんごジャンプ　タスクシート 独立行政法人国際協力機構日本語

西語圏年少者向け初級後半日本語教科書　にほんごジャンプ　教師用指導マニュアル 独立行政法人国際協力機構日本語

ＣＤ 西語圏年少者向け初級後半日本語教科書　にほんごジャンプ　聴解教材 独立行政法人国際協力機構日本語

西語圏年少者向け初級後半日本語教科書　にほんごジャンプ　聴解教材スクリプト 独立行政法人国際協力機構日本語

西語圏年少者向け初級後半日本語教科書　にほんごジャンプ　文型練習帳 独立行政法人国際協力機構日本語
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西語圏年少者向け中級日本語教科書　にほんごチャレンジ 独立行政法人国際協力機構日本語

西語圏年少者向け中級日本語教科書　にほんごチャレンジ　教師用指導マニュアル 独立行政法人国際協力機構日本語

西語圏年少者向け中級日本語教科書　にほんごチャレンジ　教室活動教材 独立行政法人国際協力機構日本語

西語圏年少者向け中級日本語教科書　にほんごチャレンジ　聴解教材スクリプト 独立行政法人国際協力機構日本語

西語圏年少者向け日本語教科書　日本語ドレミ初級前半 独立行政法人国際協力機構日本語

西語圏年少者向け日本語教科書　日本語ドレミ初級前半　タスクシート 独立行政法人国際協力機構日本語

西語圏年少者向け日本語教科書　日本語ドレミ初級前半　ぶんけいれんしゅうちょう 独立行政法人国際協力機構日本語

西語圏年少者向け日本語教科書　日本語ドレミ初級前半　教師用指導マニュアル 独立行政法人国際協力機構日本語

西語圏年少者向け日本語教科書　日本語ドレミ初級前半　聴解教材スクリプト 独立行政法人国際協力機構日本語

多文化保育論 学文社 ¥1,260未就学

ガイド 中学教科書ガイド（帝国書院版）社会科地理 株式会社　文理 ¥1,743中学

ガイド 中学教科書ガイド（帝国書院版）社会科歴史 株式会社　文理 ¥1,743中学

ガイド 中学教科書ガイド（東京書籍版）新編新しい社会公民 （販売）株式会社　文理　　　
（発行）あすとろ出版

¥1,743中学

ガイド 中学教科書ガイド＜教育出版版＞中学英語1年 日本教材システム ¥2,100中学

ガイド 中学教科書ガイド＜教育出版版＞中学英語2年 日本教材システム ¥2,100中学

ガイド 中学教科書ガイド＜教育出版版＞中学英語3年 日本教材システム ¥2,100中学

ガイド 中学教科書ガイド＜啓林館版＞未来へひろがるサイエンス1分野（上） 新興出版社啓林館 ¥1,491中学

ガイド 中学教科書ガイド＜啓林館版＞未来へひろがるサイエンス1分野〈下〉 新興出版社啓林館 ¥1,491中学

ガイド 中学教科書ガイド＜啓林館版＞未来へひろがるサイエンス2分野（上） 新興出版社啓林館 ¥1,491中学

ガイド 中学教科書ガイド＜啓林館版＞未来へひろがるサイエンス2分野〈下〉 新興出版社啓林館 ¥1,491中学
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ガイド 中学教科書ガイド＜啓林版＞未来へひろがる数学1年 新興出版社啓林館 ¥1,974中学

ガイド 中学教科書ガイド＜啓林版＞未来へひろがる数学2年 新興出版社啓林館 ¥1,974中学

ガイド 中学教科書ガイド＜啓林版＞未来へひろがる数学3年 新興出版社啓林館 ¥1,974中学

ワーク 中学教科書ワーク（教育出版版）ワンワールド1年　（CD付） 株式会社　文理 ¥1,050中学

ワーク 中学教科書ワーク（教育出版版）ワンワールド2年　（CD付） 株式会社　文理 ¥1,050中学

ワーク 中学教科書ワーク（教育出版版）ワンワールド3年　（CD付） 株式会社　文理 ¥1,050中学

ワーク 中学教科書ワーク（啓林館版）未来へひろがるサイエンス1（上） 株式会社　文理 ¥1,050中学

ワーク 中学教科書ワーク（啓林館版）未来へひろがるサイエンス1〈下〉 株式会社　文理 ¥1,050中学

ワーク 中学教科書ワーク（啓林館版）未来へひろがるサイエンス2（上） 株式会社　文理 ¥1,050中学

ワーク 中学教科書ワーク（啓林館版）未来へひろがるサイエンス2〈下〉 株式会社　文理 ¥1,050中学

ワーク 中学教科書ワーク（啓林館版）未来へひろがる数学1年 株式会社　文理 ¥1,050中学

ワーク 中学教科書ワーク（啓林館版）未来へひろがる数学2年 株式会社　文理 ¥1,050中学

ワーク 中学教科書ワーク（啓林館版）未来へひろがる数学3年 株式会社　文理 ¥1,050中学

ワーク 中学教科書ワーク（三省堂版）現代の国語1年 株式会社　文理 ¥1,050中学

ワーク 中学教科書ワーク（三省堂版）現代の国語2年 株式会社　文理 ¥1,050中学

ワーク 中学教科書ワーク（三省堂版）現代の国語3年 株式会社　文理 ¥1,050中学

ワーク 中学教科書ワーク（東京書籍版）新しい社会　公民 株式会社　文理 ¥1,050中学

ワーク 中学教科書ワーク（東京書籍版）新しい社会　地理 株式会社　文理 ¥1,050中学

ワーク 中学教科書ワーク（東京書籍版）新しい社会　歴史 株式会社　文理 ¥1,050中学

中学教科単語帳　別冊 宇都宮大学ＨＡＮＤＳプロジェク
ト

中学
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中学校の英語　翻訳教科書　【中国語版】 NPO法人　子どものLAMP中学

中学校の英語　翻訳教科書（全学年）　【ポルトガル語版】 NPO法人　子どものLAMP中学

中学校の英語　翻訳教科書（全学年）　韓国語版 NPO法人子どもLAMP ¥500教科

中学校国語教科書・翻訳資料集－スペイン語版－（東京書籍版） NPO法人子どもLAMP ¥1,000教科

中学校国語教科書・翻訳資料集－ポルトガル語版－（東京書籍版） NPO法人子どもLAMP ¥1,000教科

中学校国語教科書・翻訳資料集ー中国語－（東京書籍版） NPO法人　子どものLAMP中学

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　スペイン語版 ココ出版 ¥1,680日本語・教科

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　ポルトガル語版 ココ出版 ¥1,680日本語・教科

ファイル 中学生　社会　副教材教科

教科書 中学生の日本語　第２集 兵庫県立芦屋国際中等教育
学校

中学

中国人と小学校教師のための　学校生活まるごとガイド スリーエーネットワーク ¥1,575生活

ファイル 東京書籍版『現代社会』リライト教材学科

印刷版 日本語・タイ語　日本の地理 日タイを言葉で結ぶ会　ラック
パーサータイ

中学校教科

印刷版 日本語・タイ語　日本の歴史 日タイを言葉で結ぶ会　ラック
パーサータイ

中学校教科

日本語の教え方実践マニュアル　子供のための日本語教育 アルク ¥2,000日本語

ファイル 日本語を学ぶ生徒の教科指導 帰国した子どもの教育センター
校　大阪市立豊崎中学校

教科

日本語を学ぼう2 ぎょうせい ¥1,100日本語

日本語を学ぼう2　教師用指導書 ぎょうせい ¥2,900日本語

日本語を学ぼう3 ぎょうせい ¥1,300日本語
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日本語を学ぼう3　教師用指導書 ぎょうせい ¥2,000日本語

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！(ポル
トガル語・英語・スペイン語版)

山梨県南アルプス市日本語

日本語学級１ 凡人社 ¥1,890日本語・教科

日本語学級２ 凡人社 ¥1,995日本語・教科

日本語学級３　足し算・引き算　日本語クリアー 凡人社 ¥1,680日本語・教科

日本語教育教材　こんにちは（中学校用） 大阪府教育センター日本語

ファイル 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

日本語指導教材　続ワクワク日本語 大阪市教育委員会日本語

日本語授業　おもしろネタ集 凡人社 ¥1,050日本語

日本語授業　おもしろネタ集２ 凡人社 ¥1,155日本語

日本語文法解説書 独立行政法人国際協力機構日本語

日本語文法解説書 独立行政法人国際協力機構日本語

日本生まれの外国につながる子どもたち～学校でどうサポートすればいいの？～ （財）かながわ国際交流財団小学

ファイル 日本生まれの外国につながる子どもたち～学校でどうサポートすればいいの？～ （財）かながわ国際交流財団小学

カード 部首トランプ 太郎次郎社 ¥1,890

文型数学 財団法人中国残留孤児援護
基金

¥2,000教科

兵庫県公立高校入試問題集　兵庫県公立高校　入試ファイナル 総合教育ユーデック ¥2,940　その他

平成16・17年度　文部科学省委託事業　補習授業校のための日本語力判断基準表及
び診断カード

神戸大学発達科学部付属住
吉校　国際教育センター

　その他

平成18年度受験用　兵庫県公立高校　6年間入試と研究 声の教育社 ¥1,050　その他
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平成19・20年度　文部科学省指定　ＪＳＬカリキュラム　実践支援事業実施のまとめ 伊丹市立池尻小学校ＪＳＬ

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

　その他

保育の国際化に関する調査研究報告書　平成２０年度 社会福祉法人日本保育協会未就学

ファイル 保育園指南　保育園ガイドブック （社）日本保育協会

雑誌 母の友（2,010年９月号） 福音館書店 ¥530その他

教科書 未来へひろがるサイエンス　１分野　（上） 啓林館中学

教科書 未来へひろがるサイエンス　１分野　〈下〉 啓林館中学

教科書 未来へひろがるサイエンス　２分野　（上） 啓林館中学

教科書 未来へひろがるサイエンス　２分野　〈下〉 啓林館中学

教科書 未来へひろがる数学１ 啓林館中学

教科書 未来へひろがる数学２ 啓林館中学

教科書 未来へひろがる数学３ 啓林館中学

ファイル 来日外国人生徒用教科指導テキスト（社会・数学・理科・英語） 四日市市立橋北中学校教科

カード 輪郭漢字カード 東京教育技術研究所 ¥2,000漢字

カード 輪郭漢字カード 東京教育技術研究所 ¥2,000漢字
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