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教科書
タイトル 編著者 出版者 出版年 請求記号

話そう考えよう初級日本事情　新訂版 「日本事情」プロジェクト著 スリーエーネットワーク 2009.3 302.1T/2b/1

進学を目指す人のための 教科につなげる学習語彙6000語
(日中対訳)

中学・高校生の日本語支援を考え
る会著

ココ出版 2011.3 371.5T/37/2

プチ日本語で!! : 今すぐいっしょに話すための本
池澤明子, ジャン=リュック・アズラ,
高崎麻由著

アルマ出版 2006.7 810.724/44/2

かけはし －生活・交流・学習のための素材－ 前橋市国際交流協会 [制作] 前橋市国際交流協会 2006.2 810.724/47

にほんごこれだけ! 1, 2 庵功雄監修 ココ出版
2010.5-
2011.10

810.724/65/1
810.724/65/2

楽しく覚えるにほんご語彙・表現 中村春子, マリア・フェルナンデス著 ジャパンタイムズ 2010.9 810.724/66

日本でくらす人の日本語I　改訂版　＜会話CD付＞ 大谷まこと [ほか] 編著
にほんごの会企業組合/
凡人社 (発売)

2009.9 810.78/13.61-63a/1

いっぽにほんごさんぽ暮らしのにほんご教室 : 地域日本語
教室のための支援者と学習者をつなぐテキスト, 初級 1 -
初級 3　＜CD付＞

宿谷和子, 天坊千明著 スリーエーネットワーク
2010.5-
2018.9

810.781/13.61-87/1
810.781/13.61-87/2
810.781/13.61-87/3

もみじ : ひろしまで学ぶにほんご [1] , 2 ひろしま国際センター編集 広島県 1993.3
810.781/17.6-1/1
810.781/17.6-1/2

こんにちはとくしま : 徳島で日本語を学ぶ人のために [別冊
付]

JTMとくしま日本語ネットワーク編
集

JTMとくしま日本語ネット
ワーク

2002.11 810.781/18.1-1

生活漢字306　第3版
アジアの女たちの会・立ち寄りサ
ポートセンター「町屋日本語教室」
編

アジアの女たちの会・立ち
寄りサポートセンター「町
屋日本語教室」

2003.4 811.2T/2b

新にほんご<生活の漢字> 漢字み～つけた 『生活の漢字』をかんがえる会著 アルク 2011.1 811.2T/148

漢字だいじょうぶ! : 生活の中で学ぶ漢字のツボ : いっしょ
に覚えよう

トヤマ・ヤポニカ著 ; 中河和子, 高
畠智美編

ココ出版 2013.10 811.2T/164

石川で学ぶ : 日本語ビデオ教材 : 石川県国際交流協会製作・著作 石川県国際交流協会 [2004] 817.8T/209

エリンが挑戦!にほんごできます。 : DVDで学ぶ日本語
v. 1, v. 2

国際交流基金著 凡人社 2007.6
817.8T/249/1
817.8T/249/2

エリンが挑戦!にほんごできます。 : DVDで学ぶ日本語
v. 3  第2版

国際交流基金著 凡人社 2011.6 817.8T/249/3a

活動集・教材

タイトル 編著者 出版者 出版年 請求記号

日本語おしゃべりのたね　第2版
沢田幸子 [ほか] 著 ; 西口光一監
修

スリーエーネットワーク 2011.10 810.724/48a

日本語教師のための楽しく教える活動集22 : 子ブタの日本
語お道具箱

辻亜希子, 小原千佳著 アルク 2012.2 810.724/73

日本語ボランティアのための話題カード.  英語版 神戸YWCA・PTC研究会編著 神戸YWCA・PTC研究会 ｃ2011 810.724/78/1

日本語ボランティアのための話題カード.  中国語版 神戸YWCA・PTC研究会編著 神戸YWCA・PTC研究会 ｃ2011 810.724/78/2

思考力を育てる実践!発表プロジェクト 後藤倫子著 凡人社 2019.12 810.72/86

しゃべらんまいけ : 地域ボランティア日本語教室のための
活動集 : 越中とやまのよく効く日本語

トヤマ・ヤポニカ執筆 とやま国際センター 2007.2 810.724/79/1

しゃべらんまいけ : 地域ボランティア日本語教室のための
活動集 : 越中とやまのよく効く日本語.  文型・表現、例文集

トヤマ・ヤポニカ執筆 とやま国際センター 2007.2 810.724/79/2

しゃべらんまいけ : 地域ボランティア日本語教室のための
活動集 : 越中とやまのよく効く日本語.  キーワード、ことば

トヤマ・ヤポニカ執筆 とやま国際センター 2007.2 810.724/79/3

にほんごボランティア手帖 : 外国人と対話しよう! 御舘久里恵 [ほか] 著 凡人社 2010.2 810.749/11/1

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

米勢治子編著, 吉田聖子著 凡人社 2011.4 810.749/11/2

必携!日本語ボランティアの基礎知識 中井延美著 大修館書店 2018.9 810.749/15

日本語ボランティア向けの教材と参考図書
テーマ別図書リスト「子ども向けの日本語教材と参考図書」も併せてご利用ください

国際交流基金日本語国際センター図書館



参考図書

タイトル 編著者 出版者 出版年 請求記号

在日外国人と多文化共生 : 地域コミュニティの視点から 佐竹眞明編著 明石書店 2011.2 334.41/20

外国からの子どもたちと共に　改訂版 井上惠子著 本の泉社 2009.10 371.5/92a

ちょっと見てみりん!でら役立つ私たちのアイデア : 外国人
児童生徒支援ボランティア学生の活動報告集

岡田安代監修 ; 内田貴子, 森岡京
子, 原絵理子執筆

愛知教育大学 2007.3 371.5E/29

街の公共サインを点検する : 外国人にはどう見えるか 本田弘之, 岩田一成, 倉林秀男著 大修館書店 2017 801.03/217 

外国人住民への言語サービス : 地域社会・自治体は多言
語社会をどう迎えるか

河原俊昭, 野山広編著 明石書店 2007.1 802.1/6

ボランティアで日本語を教える : 地域の日本語教育 : 基礎
知識・情報から教え方まで

大阪YWCA日本語教師会, 岡本牧
子編著

アルク 2000.7 810.7/42

日本語教育でつくる社会 : 私たちの見取り図
日本語教育政策マスタープラン研
究会著

ココ出版 2010.10 810.7/159

共生-ナガノの挑戦 (チャレンジ) : 民・官・学協働の外国籍
住民学習支援

平高史也 [ほか] 編 信濃毎日新聞社 2008.3 810.702152/1

すぐに役立つ日本語の教え方 : 初心者向き 小島聰子著 アルク 2002.1 810.72/95

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

縫部義憲編著 瀝々社 2002.11 810.72/98

もしも…あなたが外国人に「日本語を教える」としたら 荒川洋平著 スリーエーネットワーク 2004.5 810.72/100/1

もしも…あなたが外国人に「日本語を教える」としたら 続 荒川洋平著 スリーエーネットワーク 2007.5 810.72/100/2

日本で生活する外国人のためのいろんな書類の書き方 岩田一成編著/和泉智恵 [ほか] 著 アスク出版 2017 810.724/83 

移動する女性たち : 海外の日本語教育と国際ボランティア
の周辺

平畑奈美著 春風社 2019.3 810.74/51

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 土屋千尋編著 明石書店 2005.2 810.745021/19

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著 スリーエーネットワーク 2005.2 810.749/6

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著 スリーエーネットワーク 2002.5 810.749/8

日ボラを楽しむ : 日本語ボランティア実録　オンデマンド版 保井正和著
アルク教育サービス開発
部

2006.12 810.749/13

地域日本語ボランティア講座開催のためのガイドブック
日本語教育学会テーマ別研究会
「多文化共生社会における日本語
教育研究会」カタログ作成チーム著

[日本語教育学会] 2014.1 810.749/14

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

つくばインターナショナルグループ
(TIG)学校部編

明石書店 2003.3 810.77/14

Google　日本語ボランティア 教材 フリー
初心者用日本語指導ボランティア指導教材　http://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/seikatsusha/h25_nihongo_program_a/pdf/a_31.pdf

図書館ウェブサイトの「お役立ち情報（リンク集）」では、日本語教師支援サイトおよび日本語学習者支援サイトを紹介しています：
http://www.jpf.go.jp/j/urawa/j_library/navigation.html

こちらのテーマ別図書リスト「日本語ボランティア向けの教材と参考図書」は、国際交流基金日本語国際センター図書館ウェブサイトからPDF形式でダウンロード
もできます：http://www.jpf.go.jp/j/urawa/j_library/booklist/booklist.html

国際交流基金日本語国際センター図書館


