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＜日本語教材＞

タイトル 編著者 出版者 出版年 請求記号

介護の日本語
日本フィリピンボランティア協会
編

日本フィリピンボランティア
協会

2005.3 369T/1

Nihongo for caregivers Beatriz P. Mojica Nihongo Center Foundation c2008 369T/2

介護スタッフのための声かけ表現集
岡部麻美子, 鎭目怜子, 向井あ
けみ執筆

JALアカデミー/凡人社 (発
売)

2009.3 369T/3/1

介護の言葉と漢字ハンドブック 英語版 日本語指導グループ"Y"著 国際厚生事業団 2008.12 369T/4/1-1

介護の言葉と漢字ハンドブック インドネシア語版 日本語指導グループ"Y"著 国際厚生事業団 2008.12 369T/4/1-2

介護の言葉と漢字ワークブック 日本語指導グループ“Y"編著 国際厚生事業団 2009.6 369T/4/2-1

介護の言葉と漢字ワークブック : 言葉の使い方ドリル 日本語指導グループ“Y"編著 国際厚生事業団 [2010] 369T/4/2-2

介護の言葉と漢字ワークブック : 毎日の漢字テスト 英語
版

日本語指導グループ“Y"編著 国際厚生事業団 [2010?] 369T/4/2-3-1

介護の言葉と漢字ワークブック : 毎日の漢字テスト インド
ネシア語版

日本語指導グループ“Y"編著 国際厚生事業団 [2010?] 369T/4/2-3-2

介護の言葉と漢字国家試験対策 : 段階別事例問題読解 日本語指導グループ"Y"編著 国際厚生事業団 2010.7 369T/4/3-1

介護の言葉と漢字国家試験対策 : ウォーミングアップ 日本語指導グループ“Y"編著 国際厚生事業団 2010.9 369T/4/3-2

看護・介護の言葉とワークブック : やさしい漢字とカタカナ
語　＜CD付＞

日本語指導グループ"Y"編著 国際厚生事業団 2009.12 369T/4/4

外国人のための介護福祉士国家試験対策新カリキュラム
I 「人間と社会」

日本語指導グループ"Y"編著 国際厚生事業団 2011.1 369T/4/5-1

外国人のための介護福祉士国家試験対策新カリキュラム
II「介護」 1

国際交流&日本語支援Y編著 国際厚生事業団 2011.5 369T/4/5-2-1

外国人のための介護福祉士国家試験対策新カリキュラム
II「介護」 2

国際交流&日本語支援Y編著 国際厚生事業団 2011.5 369T/4/5-2-2

看護師国家試験出題基準 日英版, 第3版 (平成22年度
版)

国際厚生事業団 2010.7 369T/4/6-2010-1

看護師国家試験出題基準 日尼版, 第3版 (平成22年度
版)

国際厚生事業団 2010.7 369T/4/6-2010-2

介護導入研修テキスト 第4版 日英版 国際厚生事業団 2012.5 369T/4/10-1-1

看護導入研修テキスト 第4版 日英版 国際厚生事業団 2011 369T/4/10-2-1-1

看護導入研修テキスト 第4版 日英版　図表 国際厚生事業団 2011 369T/4/10-2-1-2

看護導入研修テキスト 第4版 日尼版 国際厚生事業団 2011 369T/4/10-2-2-1

看護導入研修テキスト 第4版 日尼版　図表 国際厚生事業団 2011 369T/4/10-2-2-2

看護師のための用語集 : 日本語/英語/インドネシア語 第
2版

国際厚生事業団編 国際厚生事業団 2009.11 369T/4/10-2-3

専門日本語入門. 介護篇 本冊　＜CD付＞ 海外技術者研修協会編著 海外技術者研修協会 2009 369T/5/1-1

専門日本語入門. 介護篇 翻訳ノート English translation 海外技術者研修協会編著 海外技術者研修協会 2009 369T/5/1-2-1

専門日本語入門. 介護篇 翻訳ノート terjemahan dalam
bahasa Indonesia

海外技術者研修協会編著 海外技術者研修協会 2009 369T/5/1-2-2

専門日本語入門. 介護篇 ことばノート 海外技術者研修協会編著 海外技術者研修協会 2009 369T/5/1-3

専門日本語入門. 看護篇 本冊　＜CD付＞ 海外技術者研修協会編著 海外技術者研修協会 2009 369T/5/2-1

専門日本語入門. 看護篇 翻訳ノート　English translation 海外技術者研修協会編著 海外技術者研修協会 2009 369T/5/2-2-1

専門日本語入門. 看護篇 翻訳ノート　terjemahan dalam
bahasa Indonesia

海外技術者研修協会編著 海外技術者研修協会 2009 369T/5/2-2-2

介護・看護のための日本語教材と参考図書

国際交流基金日本語国際センター図書館



タイトル 編著者 出版者 出版年 請求記号

専門日本語入門. 看護篇 ことばノート 海外技術者研修協会編著 海外技術者研修協会 2009 369T/5/2-3

場面から学ぶ介護の日本語 本冊(専門日本語入門)
＜CD付＞

海外技術者研修協会編著 凡人社 2010.12 369T/5a/1-1-1

場面から学ぶ介護の日本語 教師用手引き(専門日本語
入門)　＜CD-ROM付＞

海外技術者研修協会編著 凡人社 2011.4 369T/5a/1-2-1

場面から学ぶ看護の日本語 本冊(専門日本語入門)
＜CD付＞

海外技術者研修協会編著 凡人社 2011.7 369T/5a/2-1-1

場面から学ぶ看護の日本語 教師用手引き(専門日本語
入門)

海外技術者研修協会編著 凡人社 2011.10 369T/5a/2-2

介護のための日本語 改訂版 浜松国際交流協会編 浜松国際交流協会 2010.2 369T/6

介護福祉士新カリキュラム学習ワークブック : やさしい日
本語版 1～５

聖隷福祉事業団編 静岡県 2011.12 369T/7/1～369T/7/5

やさしい日本語とイラストでわかる介護のしごと : 介護職
員初任者研修学習者向け

堀永乃編著  日本医療企画 2015.4 369T/8

やさしく言いかえよう介護のことば 遠藤織枝, 三枝令子編著  三省堂 2015.12 369T/9

はじめて学ぶ介護の日本語基本のことば 三橋麻子 [ほか] 著 スリーエーネットワーク 2017.7 369T/10

外国人のための会話で学ぼう!介護の日本語 : 指示がわ
かる、報告ができる 第2版

国際交流&日本語支援Y編著 中央法規出版 2017.9 369T/11a

外国人のためのやさしく学べる介護のことば
海外介護士育成協議会編集 ;
甘利庸子, 高橋絵美編著

中央法規出版 2020.5 369T/12/1

外国人のためのやさしく学べる介護の知識・技術
海外介護士育成協議会編集 ;
甘利庸子編著

中央法規出版 2017.10 369T/12/2

介護・看護の漢字とことば, N4レベル編 アークアカデミー編・著  三修社 2017.9 369T/13/4

外国人介護職への日本語教育法 : ワセダバンドスケール
(介護版)を用いた教え方

宮崎里司著・監修 ; 中野玲子,
早川直子, 奥村恵子著

日経メディカル開発 /日経
BPマーケティング (発売)

2017.12 369T/14

看護師国家試験準備練習問題, 1 グループ四次元ポケット編著 グループ四次元ポケット
2012.12-
2017.7

369T/15/1

看護師国家試験準備練習問題, 2 グループ四次元ポケット編著 グループ四次元ポケット
2012.12-
2017.7

369T/15/2

看護師国家試験準備練習問題, 3 グループ四次元ポケット編著 グループ四次元ポケット
2012.12-
2017.7

369T/15/3

看護師国家試験準備練習問題, 4 グループ四次元ポケット編著 グループ四次元ポケット
2012.12-
2017.7

369T/15/4

介護現場で役立つ本 : 介護記録（読み書き） : 外国人向
け

横浜市福祉事業経営者会 横浜市福祉事業経営者会 2014.5 369T/16

外国人のための介護のにほんご100時間 : インドネシア語
訳付

TOPランゲージ著 TOPランゲージ 2018.7 369T/17/1-1

外国人のための介護のにほんご100時間 : 単語集 : 日本
語-インドネシア語

TOPランゲージ著 TOPランゲージ 2018.7 369T/17/1-2

外国人のための介護のにほんご100時間 : ベトナム語訳
付

TOPランゲージ著 TOPランゲージ 2018.7 369T/17/2-1

外国人のための介護のにほんご100時間 : 単語集 : 日本
語-ベトナム語

TOPランゲージ著 TOPランゲージ 2018.7 369T/17/2-2

外国人のための介護のにほんご100時間 : 英語訳付 TOPランゲージ著 TOPランゲージ 2018.7 369T/17/3-1

外国人のための介護のにほんご100時間 : 単語集 : 日本
語-英語

TOPランゲージ著 TOPランゲージ 2018.7 369T/17/3-2

シャドーイングで学ぶ介護の日本語場面別声かけ表現集
: 英語ベトナム語インドネシア語対訳付

田辺淳子著 凡人社 2018.11 369T/18

やさしい解説付き看護師国家試験対策テキスト 小原寿美 [ほか] 製作
広島日研究ドコデモドアー
ズ

[2014?] 369T/19

介護福祉士国家試験書いて覚える!合格ドリル, 2019
介護福祉士国家試験合格ドリル
編集委員会編集

中央法規出版 2017.7- 369T/20

外国人介護士のための声かけとコミュニケーションの日本
語, v. 1

アークアカデミー編著 ; 松下や
え子監修

三修社 2019.1- 369T/21/1

外国人介護士のための声かけとコミュニケーションの日本
語, v. 2

アークアカデミー編著 ; 松下や
え子監修

三修社 2019.1- 369T/21/2

外国人の介護国試合格book 田村敦子著 テコム出版事業部 2017.5 369T/22

国際交流基金日本語国際センター図書館



タイトル 編著者 出版者 出版年 請求記号

外国人にもわかりやすいイラストだから2時間で学べる日
本の介護

穴吹カレッジサービス編著 ; 西
原和代, 阿部美知子監修

星雲社 2019.2 369T/23

やさしい日本語とイラストで学ぶみんなの介護 : 外国人人
材向け介護導入講習テキスト

堀永乃編著 日本医療企画 2019.2 369T/24

外国人技能実習生(介護職種)のための介護導入講習テ
キスト

シルバーサービス振興会監修 中央法規出版 2019.1 369T/25

介護のにほんご1年生 : 現場でさいしょに使うことば・表現
加藤真実子, 奥村恵子, 生出亜
希著

アスク出版 2019.7 369T/27/1

写真とイラストでわかる!外国人のためのやさしい介護 : 実
践にほんごコミュニケーション: N4レベル対応

加藤美知代 [ほか] 著 ; Malcolm
Hendricks英語翻訳 ; NGUYÊN
THI ÁI TIÊNベトナム語翻訳

アスク出版 2020.1 369T/28

外国人のための始めよう!介護の日本語 : 介護現場です
ぐに使えるコミュニケーション

国際交流&日本語支援Y編著 ;
国際厚生事業団協力

光洋スクエア 2019.9 369T/29

日本語教師とともにストーリーで学ぶ看護・介護の日本語
: 外国人が日本の医療現場を理解するために

加藤敬子著  [加藤敬子]  [2018] 369T/30

はじめて学ぶ介護の日本語生活知識とコミュニケーション 三橋麻子 [ほか] 著 スリーエーネットワーク 2020.10 369T/31

上下ルビで学ぶ介護の漢字ことば にほんごの会企業組合著 スリーエーネットワーク 2021.5 369T/32

介護の専門日本語 : 介護福祉士国家試験合格をめざす
人のために

奥村匡子, 野村愛, 石井清志著 凡人社 2021.2 369T/33

イラストと写真でよくわかる外国人のための実践介護 : 英
語・ベトナム語訳付, 入門編

橋本正明監修 ; 至誠ホーム出
版会著

 Jリサーチ出版 2021.7 369T/34

外国人のための看護・介護用語集 : 日本語でケアナビ 英
語版(Nihongo de care-navi books)

国際交流基金関西国際センター
編著

凡人社 2009.1 369.033T/1/1

Kumpulan istilah keperawatan bagi tenaga kerja asing :
Nihongo de care-navi : Kamus, Jepang-Indonesia, bagi
perawat dan pengasuh lansia

Penerbit Universitas Indonesia
Penerbit Universitas
Indonesia

2017 369.033T/1/2

5か国語でわかる介護用語集 : 英語・中国語・インドネシ
ア語・ベトナム語・日本語

遠藤織枝, 是枝祥子, 三枝令子
編著

ミネルヴァ書房 2018.2 369.033T/2

介護・看護の日中英対訳用語集 : 「ずきずき」・「はっと」は
中国語・英語でどう言う?

吉永尚, 廣部久美子著 和泉書院 2019.7 369.033T/3

＜参考図書＞

タイトル 編著者 出版者 出版年 請求記号

看護・介護のための日本語教育支援データベース : 開発
調査報告書

国際交流基金関西国際センター
編著

国際交流基金関西国際セ
ンター

2006.8 097.1/6

少子高齢社会の基礎知識 : 図表でわかる 改訂版
エイジング総合研究センター編
著

中央法規出版 2008.3 367.7/4

インドネシア人看護師・介護福祉士候補者の日本体験 :
EPAプログラム第1陣から第4陣までの軌跡

浅井亜紀子, 宮本節子, 箕浦康
子 [著] ; 浅井亜紀子, 箕浦康子
編

宮本節子 2015.3 369/8

迷走する外国人看護・介護人材の受け入れ 布尾勝一郎著 ひつじ書房, 2016 369/9

外国人看護・介護人材とサスティナビリティ : 持続可能な
移民社会と言語政策

宮崎里司 [ほか] 編著 くろしお出版 2018.3 369/10

日本語教育学会「看護と介護の日本語教育ワーキンググ
ループ」最終報告書

日本語教育学会看護と介護の
日本語教育ワーキンググループ
編

日本語教育学会 2012.10 369E/1

介護と看護のための日本語教育実践 : 現場の窓から 神村初美編著 ミネルヴァ書房 2019.12 369E/2

インドネシア人看護師・介護福祉士人材マネジメント手引
き

国際厚生事業団 2008.3 369T/4/7

社会福祉英和・和英用語辞典 仲村優一 [ほか] 編 誠信書房 1981.4 369.033/1

社会福祉士・介護福祉士のための用語辞典
古川孝順, 白澤政和, 川村佐和
子編

誠信書房 2004.11 369.033/3

社会福祉用語辞典 第4版
山縣文治, 柏女霊峰編集委員代
表

ミネルヴァ書房 2004.4 369.033/4

介護福祉用語和英・英和辞典 澤田如, 住居広士著 中央法規出版 2017 369.033/5

基礎医学術語学習辞典 : 留学生のための二漢字語に基
づく : 日本で働く医療関係者のために

増田光司, 佐藤千史編著/中川
健司, 隈井正三著

凡人社 2006.2 490.33T/1/1

国際交流基金日本語国際センター図書館



タイトル 編著者 出版者 出版年 請求記号

看護系学生のための日本語表現トレーニング
テキストとトレーニングシート

野呂幾久子, 渡辺弥生, 味木由
佳編著

三省堂 2013.5
492.907/1/1
492.907:1:2

公式で解く!!看護医療福祉系小論文 梶原洋生著 エール出版社 2010.11 492.907/2

外国人看護師 : EPAに基づく受入れは何をもたらしたの
か

平野裕子, 米野みちよ編  東京大学出版会 2021.3 498.14/1

技能実習生と日本語教育
真嶋潤子編著 ; 荒島和子 [ほか
著]

大阪大学出版会 2021.10 810.7/259

公開シンポジウム『専門日本語教育』の最前線 : ITエンジ
ニア、ビジネス関係者、看護師・介護福祉士候補者、年少
者を対象とする日本語教育の現状と課題

日本語教育学会 [編] [日本語教育学会] [2006.3] 810.704/82

＜ウェブサイト＞

＊日本語でケアナビ(国際交流基金関西国際センター)： http://nihongodecarenavi.jp/

看護・介護の分野での日本語教育支援ツール。日本語‐英語、日本語‐インドネシア語の辞書機能を中心に、学習者や関係者をサポート。

こちらのテーマ別図書リスト「介護・看護のための日本語教材と参考図書」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

＊介護のことばサーチ(介護の漢字サポーター）:  https://kaigo-kotoba.com/

介護福祉士国家試験の出題範囲の専門用語を探せます。

国際交流基金日本語国際センター図書館


