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出会い : 日本で学ぶ留学生のための中級日本語教科書　本
冊 : テーマ学習・タスク活動編　＜CD付＞

東京外国語大学留学生日本語
教育センター著

ひつじ書房 2015
377.6T:39:1-1
377.6T:39:1-2

日本語で社会とつながろう! : 社会参加をめざす日本語教育
の活動集

西俣(深井)美由紀 [ほか] 著 ココ出版 2016.6 810.7:215 

ロールプレイとシミュレーション 第2版(日本語教育資料シリー
ズ. コミュニケーション重視の学習活動:2)

バルダン田中幸子, 猪崎保子, 
工藤節子著

凡人社 1994.8 810.72:2:2a

コミュニケーション・ゲーム(日本語教育資料シリーズ. コミュニ
ケーション重視の学習活動:3)

金田智子, 保坂敏子著 凡人社 1992.1 810.72:2:3

クラス活動集101 : 『新日本語の基礎I』準拠(しんにほんごの
きそシリーズ)

高橋美和子, 平井悦子, 三輪さ
ち子共著

スリーエーネットワーク 1994.8 810.72:16

続・クラス活動集131 : 『新日本語の基礎II』準拠(しんにほん
ごのきそシリーズ)

高橋美和子, 平井悦子, 三輪さ
ち子共著

スリーエーネットワーク 1996.5 810.72:17

Bits and pieces : 51 activities for teaching Japanese K-12
日本インターナショナルスクー
ル協議会著

講談社インターナショナル 1997. 8 810.724:4

初級日本語スキット集 : 教室を楽しくする　＜カセットテープ
付＞

水谷信子著 ジャパン タイムズ 1993 810.724:10:1

教科書を作ろう : 中等教育向け初級日本語素材集　改訂版 
せつめい編

国際交流基金日本語国際セン
ター企画・編集

国際交流基金日本語国際
センター

2002.3 810.724:11a:1

教科書を作ろう : 中等教育向け初級日本語素材集　改訂版 
れんしゅう編 1, 2

国際交流基金日本語国際セン
ター企画・編集

国際交流基金日本語国際
センター

2002.3
810.724:11a:2-1
810.724:11a:2-2

GCSE Japanese resources : CHIKARA わたし
The Japan Foundation London 
Language Centre

The Japan Foundation 
London Language Centre

2008 810.724:18:1a

GCSE Japanese resources : CHIKARA 学校
The Japan Foundation London 
Language Centre

The Japan Foundation 
London Language Centre

2008 810.724:18:2a

GCSE Japanese resources : CHIKARA 町
The Japan Foundation London 
Language Centre

The Japan Foundation 
London Language Centre

2008 810.724:18:3a

日本語コミュニケーションゲーム80　改訂新版 CAGの会編 The Japan Times 2007.6 810.724:21a

初級日本語ドリルとしてのゲーム教材50(アルクの日本語テ
キスト)

栗山昌子,市丸恭子共著 アルク 1992.8 810.724:27

にほんご宝船. いっしょに作る活動集 春原憲一郎 [ほか] 共著 アスク 2004.5 810.724:39:1

にほんご宝船. 教える人のための知恵袋 春原憲一郎 [ほか] 共著 アスク 2004.5 810.724:39:2

人と人とをつなぐ日本語クラスアクティビティ50 中村律子 [ほか] 著 アスク 2005.3 810.724:42

児童・生徒のための日本語わいわい活動集 (外国人の子ど
ものための日本語) 　＜CD付＞

国際交流基金日本語国際セン
ター著

スリーエーネットワーク 2005.7 810.724:43

日本語で!! : 今すぐいっしょに話す日本語会話 英語訳付版 
(イミディアット・メソッド・シリーズ)

池澤明子, ジャン=リュック・アズ
ラ著

アルマ出版 2005.8 810.724:44:1

プチ日本語で!! : 今すぐいっしょに話すための本 (イミディアッ
ト・メソッド・シリーズ)

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

子どもといっしょに! : 日本語授業おもしろネタ集 [1], 2 池上摩希子, 大蔵守久著 凡人社 2001.3-2005.9
810.724:45:1
810.724:45:2

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 2006.2 810.724:47

日本語おしゃべりのたね　第2版
澤田幸子 [ほか] 著/西口光一
監修

スリーエーネットワーク 2011.10 810.724:48:1a

日本語読み書きのたね 澤田幸子 [ほか] 著 スリーエーネットワーク 2015.6 810.724:48:2

日本語教師必携すぐに使える「レアリア・生教材」アイデア帖 国際交流基金著 スリーエーネットワーク 2006.8 810.724:49:1

日本語教師必携すぐに使える「レアリア・生教材」コレクション
CD-ROMブック

国際交流基金著 スリーエーネットワーク 2008.2 810.724:49:2

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(外国人の子どものための日本語)

横田淳子, 小林幸江著 スリーエーネットワーク 2007.3 810.724:53

おたすけタスク : 初級日本語クラスのための文型別タスク集　
＜CD-ROM付＞

砂川有里子監修 : 石田小百合 
[ほか] 著

くろしお出版 2008.1 810.724:54

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

高栁なな枝 [ほか] 執筆 地球っ子クラブ2000 2007.3 810.724:55

日本語を教えたい人のためのはじめての授業キット : 絵カー
ドデータ集　＜CD-ROM付＞

アルク 2008.8 810.724:57:7

日本語ドキドキ体験交流活動集　＜CD-ROM付＞
国際交流基金関西国際セン
ター編集著作

凡人社 2008.9 810.724:60

こどもにほんご宝島 : 自分のこと友だちのこと、きこう話そう!
春原憲一郎, 谷啓子監修/池上
摩希子 [ほか] 著

アスク出版 2009.4 810.724:62

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

クラス活動集・素材集

2018/9 改訂
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会話の授業を楽しくするコミュニケーションのためのクラス活
動40 : 初級後半から上級の日本語クラス対象

石黒圭編著/安部達雄 [ほか] 
著

スリーエーネットワーク 2011.10 810.724:71

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

YOKE日本語教室教材例集 : 話してみよう!わたしのこと横浜
のこと  改訂版

横浜市国際交流協会編 横浜市国際交流協会 2014.3 810.724:81

イラスト満載!日本語教師のための活動アイディアブック : 楽
しくて、わかりやすくて、役に立つ授業作りのために

小山悟著 スリーエーネットワーク 2015.10 810.724:82

日本語教室をのぞいてみると : 研修用マンガ教材 金田智子編 ; 中沢朋漫画
学習院大学金田智子研究
室

2017.3 810.724:84 

中小學彈性學習的日語活動素材 闕百華作 致良出版社 2016 810.724:85 

絵で導入・絵で練習　＜CD-ROM付＞ 足立章子 [ほか] 著 凡人社 2004.10 810.725:18

教師必携絵カード絵シート集 棚橋明美, 木山三佳監修 アルク c2010 810.725:23

新日本語歌はじめ : 日本語学習者のための歌 ; 海を超えて : 
東日本大震災復興を願う歌  改訂版

西川格作詞・作曲・歌 歌はじめ制作室 2013.3 810.725:24a:1

教室活動(やさしい日本語指導:8) 藤沢昌弘著
国際日本語研修協会/凡人
社 (発売)

2000.9 810.743:10:8

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 2005.1 810.749:6

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

みんなの日本語初級1 : 導入・練習イラスト集　第2版 飯島ひとみ [ほか] 著 スリーエーネットワーク 2012.8 810.78:13.61-29a:1-13

みんなの日本語初級2 : 導入・練習イラスト集　第2版 飯島ひとみ [ほか] 著 スリーエーネットワーク 2013.9 810.78:13.61-29a:2-13

できる日本語教え方ガイド＆イラストデータCD-ROM 初級　
＜CD-ROM付＞

できる日本語教材開発プロジェ
クト著/嶋田和子監修

アルク 2011.10 810.78:13.61-75:1-2

できる日本語教え方ガイド＆イラストデータCD-ROM 初中級　
＜CD-ROM付＞

できる日本語教材開発プロジェ
クト著/嶋田和子監修

アルク 2012.10 810.78:13.61-75:2-2

絵とタスクで学ぶにほんご　[再版]　＜CD付＞
村野良子, 谷道まや著/村野聰
絵

村野良子 : 谷道まや : 村野
聰/凡人社 (発売)

2006.4 810.781:1-2a

初級日本語「げんき」 : げんきな絵カード : イラストデータ版　
第2版 1, 2　＜CD-ROM付＞

坂野永理 [ほか著] The Japan Times 2011
810.783:13.61-22a:1-5
810.783:13.61-22a:2-5

初級文型でできるにほんご発音アクティビティ　＜CD付＞ 中川千恵子, 中村則子著 アスク出版 2010.3 811.1T:24

会話のにほんご ドリル&タスク
Mizue Sasaki, Masami 
Kadokura [著]

The Japan Times 1997.6 817.8T:2:3

他のテーマ別図書リストは、こちらでご覧ください： http://www.jpf.go.jp/j/urawa/j_library/booklist/booklist.html

こちらのテーマ別図書リスト「クラス活動集・素材集」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/dl/BL14-2018.pdf
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