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教科書

タイトル 編著者 出版者 出版年 請求記号

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, 岡本淑明編著 ふくろう出版 2012.4 371.5E/32a

こどものにほんご 1, 2
[テキスト、絵カード、れんしゅうちょう]

ひょうご日本語教師連絡会議子ど
もの日本語研究会著

スリーエーネットワーク
2002.3-
2009.10

371.5T/13/1-1
371.5T/13/1-2
371.5T/13/1-3
371.5T/13/2-1
371.5T/13/2-2
371.5T/13/2-3

彩と武蔵の学習帳  改訂版 埼玉県教育委員会 [制作] 埼玉県教育委員会 2006 371.5T/20a

海外に住むバイリンガル児童のためのにほんご1ねんせい
: このゆびとまれ　Rev. ed.
[Textbook, Workbook]

text by Michiyo Fuchs-Shimizu, ...
[et al.] ; cover design &
illustrations by Atsuko Krumm-
Satoh ; illustrations by Michiyo
Fuchs-Shimizu

Kyokashoseisaku-group
VJLS

2004
371.5T/21/1a-1
371.5T/21/1a-2

海外に住むバイリンガル児童のためのにほんご2ねんせい
: はないちもんめ

text by Michiyo Fuchs-Shimizu,
Madoka Clénin-Michigami, Matsuko
Kaiser-Aoki ; cover design &
illustrations by Atsuko Krumm-
Satoh

Kyokashoseisaku-group
VJLS

2007 371.5T/21/2

よ～い、ドン。にほんご. ブラジル人のためのこども. せいか
つ編

「よ～い、ドン。にほんご」編集委員
会編

三省堂 c2007 371.5T/24

ようこそ!さくら小学校へ : みんななかまだ : 実写映像で学
ぶ日本の学校生活とことば （DVD教材）

国際日本語普及協会企画制作 ユニコーン (製作) 2007 371.5T/27 

新版　みえこさんのにほんご
鹿嶋恵, 石川博子著 ; 三重県国際
交流財団編集

三重県国際交流財団 2007.10 371.5T/41/1-1

新版　みえこさんのにほんご　指導のアクセス
鹿嶋恵, 石川博子, 船見和秀著 ;
三重県国際交流財団編集

三重県国際交流財団 2009.9 371.5T/41/1-3

新版　続　みえこさんのにほんご 鹿嶋恵, 石川博子著 三重県国際交流財団 2006.3 371.5T/41/2-1

新版　続　みえこさんのにほんご　指導のアクセス 鹿嶋恵, 石川博子著 三重県国際交流財団 2007.5 371.5T/41/2-3

おひさま : はじめのいっぽ : 子どものための日本語 (4歳～
小学校低学年向け)

山本絵美, 上野淳子, 米良好恵著/
くろしお出版編

くろしお出版 2018.4 371.5T/48

あいさつやこまったとき 柳下則久, 森博昭総監修 文研出版 2017.8 371.5T/50/1-1

学校の一日 柳下則久, 森博昭総監修 文研出版 2017.10 371.5T/50/1-2

国語・社会・体育・音楽・図工 柳下則久, 森博昭総監修 文研出版 2017.11 371.5T/50/1-3

算数・理科・家庭科・道徳ほか 柳下則久, 森博昭総監修 文研出版 2017.12 371.5T/50/1-4

季節と学校の行事 柳下則久, 森博昭総監修 文研出版 2018.1 371.5T/50/1-5

あいさつやこまったとき 柳下則久, 森博昭総監修 文研出版 2018.8 371.5T/50/2-1

学校の一日 柳下則久, 森博昭総監修 文研出版 2018.9 371.5T/50/2-2

国語・社会・体育・音楽・図工 柳下則久, 森博昭総監修 文研出版 2018.10 371.5T/50/2-3

算数・理科・家庭科・道徳ほか 柳下則久, 森博昭総監修 文研出版 2018.11 371.5T/50/2-1

季節と学校の行事 柳下則久, 森博昭総監修 文研出版 2018.12 371.5T/50/2-5

中学生のにほんご : 外国につながりのある生徒のための
日本語, Step1 学校生活編

志村ゆかり編著 ; 志賀玲子 [ほか]
著

スリーエーネットワーク 2019.5- 371.5T/51/1

中学生のにほんご : 外国につながりのある生徒のための
日本語, Step2 社会生活編

志村ゆかり編著 ; 志賀玲子 [ほか]
著

スリーエーネットワーク 2019.5- 371.5T/51/2

外国人生徒のための教科につなげる日本語, 基礎編 有本昌代著 スリーエーネットワーク 2019.11 371.5T:52

日本語で!! : 今すぐいっしょに話す日本語会話 [英語訳付
版]

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

子ども向け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

にほんごだいすき 1～3
横浜国立大学教育学部・児童生徒
のための日本語教育を考える会編
; 鈴木重幸, 工藤真由美責任編集

むぎ書房 1995-2009
810.78/13.61-32/1
810.78/13.61-32/2
810.78/13.61-32/3

新にほんご<あいうえお> にほんご<あいうえお>をつくる会著 アルク 2002.7 810.781/16.3-1a

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

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　＜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

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

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, 小林幸江著 スリーエーネットワーク 2007.3 810.724/53

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, 田辺理子, 芳賀洋子,
山崎遼子

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
　レシピ、文字カード、名詞カード、動詞カード、
　形容詞カード、オリジナルレアリア

大森雅美 [ほか] 著 アルク 2008

810.724/57/1
810.724/57/2
810.724/57/3
810.724/57/4
810.724/57/5
810.724/57/6

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　＜本とCD-ROM＞

大森雅美 著 アルク 2008
810.724/57/7-1
810.724/57/7-2

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

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

学校生活にほんごワークブック　改訂版 日本語ぐるりっと編著 凡人社 (発売) 2010.3 810.781/13.61-23a

参考図書
タイトル 編著者 出版者 出版年 請求記号

私も「移動する子ども」だった : 異なる言語の間で育った子
どもたちのライフストーリー

川上郁雄編著  くろしお出版 2010.5 334.41/14

外国人の子どもの不就学 : 異文化に開かれた教育とは 佐久間孝正著 勁草書房 2006.9 371.5/79

「移動する子どもたち」と日本語教育 : 日本語を母語としな
い子どもへのことばの教育を考える

川上郁雄編著  明石書店 2006.10 371.5/82

「移動する子どもたち」のことばの教育を創造する : ESL教
育とJSL教育の共振

川上郁雄 [ほか] 編 ココ出版 2009.3 371.5/93

サードカルチャーキッズ : 多文化の間で生きる子どもたち
デビッド・C.ポロック, ルース=ヴァ
ン・リーケン著 ; 嘉納もも, 日部八
重子訳

スリーエーネットワーク 2010.9 371.5/101

「移動する子どもたち」のことばの教育学 川上郁雄著  くろしお出版 2011.2 371.5/103

外国人児童生徒のための支援ガイドブック : 子どもたちの
ライフコースによりそって

齋藤ひろみ編著 ; 今澤悌, 内田紀
子, 花島健司著

凡人社 2011.6 371.5/107

「移動する子ども」という記憶と力 : ことばとアイデンティティ 川上郁雄編  くろしお出版 2013.3 371.5/110

異文化間に学ぶ「ひと」の教育 小島勝, 白土悟, 齋藤ひろみ編 明石書店 2016.6 371.5/118/1

多文化・多様性理解ハンドブック : 学校と子ども、保護者を
めぐる

松永典子編著 金木犀舎 2018.3 371.5/119

外国人児童生徒等教育を担う教員の養成・研修モデルプ
ログラム開発事業 : 報告書

「モデルプログラム開発事業」調査
研究本部編

日本語教育学会 2018.3 371.5/120

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

外国にルーツをもつ子どものバイリンガル読書力 櫻井千穂著 大阪大学出版会 2018.2 371.5/122

日本で生まれ育つ外国人の子どもの日本語力の盲点 : 簡
単な和語動詞での隠れたつまずき

西川朋美, 青木由香著 ひつじ書房 2018.11 371.5/124

教科学習支援における母語支援者の当事者性獲得 宇津木奈美子著 風間書房 2018.12 371.5/125

多文化共生社会における協働学習 杉原麻美著 学文社 2018.2 371.5/126

新多文化共生の学校づくり : 横浜市の挑戦 山脇啓造, 服部信雄編著 明石書店 2019.3 371.5/127

日本語でできる外国人児童生徒とのコミュニケーション : 場
面別学校生活支援ガイド

高嶋幸太著 学事出版 2019.8 371.5/128

多文化社会に生きる子どもの教育 : 外国人の子ども、海外
で学ぶ子どもの現状と課題

佐藤郡衛著 明石書店 2019.9 371.5/129

ぼく、いいものいっぱい : 日本語で学ぶ子どもたち 善元幸夫編著 ; 丸山誠司絵 子どもの未来社 2014.2 371.5/130

「発達障害」とされる外国人の子どもたち : フィリピンから来
日したきょうだいをめぐる、10人の大人たちの語り

金春喜著 明石書店 2020.2 371.5/131

多様化する子どもに向き合う教師たち : 継承語教育・補習
授業校におけるライフストーリー研究

瀬尾悠希子著 春風社 2020.9 371.5/132

多様性ファシリテーション・ガイド : 参加型学習の理論と実
践

森田ゆり著  解放出版社 2020.9 371.5/133

海外で学ぶ子どもの教育 : 日本人学校、補習授業校の新
たな挑戦

佐藤郡衛 [ほか] 著 明石書店 2020.8 371.5/134

探究型アプローチの大学教育実践 : 早大生が「複言語で
育つ子ども」を考える授業

川上郁雄, 12名の早稲田大学学部
生著

くろしお出版 2020.11 371.5/135

海の向こうの「移動する子どもたち」と日本語教育 : 動態性
の年少者日本語教育学

川上郁雄編著 明石書店 2009.9 371.5E/21

家庭でバイリンガルを育てる : 0歳からのバイリンガル教育
: 継承日本語教育の立場から

桶谷仁美編 明石書店 2007.10 371.5E/31a

「移動する子どもたち」の考える力とリテラシー : 主体性の
年少者日本語教育学

川上郁雄編 明石書店 2009.1 371.5E/33

日本語を学ぶ/複言語で育つ : 子どものことばを考える
ワークブック

川上郁雄, 尾関史, 太田裕子著 くろしお出版 2014.10 371.5E/40

つなぐ : わたし・家族・日本語 : ドイツ発 海外に住む子ども
たちの日本語習得・継承を考える冊子

糸永真帆, 勝部和花子, 札谷緑編
集

日本文化言語 2014.11 371.5E/41

外国人児童生徒の学びを創る授業実践 : 「ことばと教科の
力」を育む浜松の取り組み

齋藤ひろみ, 池上摩希子, 近田由
紀子編

くろしお出版 2015.6 371.5E/43

学習力を育てる日本語教案集 : 外国人児童・生徒に学び
方が伝わる授業実践

とよなかJSL著 くろしお出版 2019.7 371.5E/44/+1CDR

母語をなくさない日本語教育は可能か : 定住二世児の二
言語能力

真嶋潤子編著 大阪大学出版会 2019.2 371.5E/45

複数言語環境で生きる子どものことば育て : 「まなざし」に
注目した実践

中野千野著 早稲田大学出版部 2020.4 371.5E/46

JSLバンドスケール : 子どもの日本語の発達段階を把握
し、ことばの実践を考えるために, 小学校編

川上郁雄著 明石書店 2020.8 371.5E/47/1

JSLバンドスケール : 子どもの日本語の発達段階を把握
し、ことばの実践を考えるために, 中学・高校編

川上郁雄著 明石書店 2020.8 371.5E/47/2

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, 池上摩希子著 ; 浜本
真由美訳

スリーエーネットワーク 2003.6 376.21/4

バイリンガル教育の方法　完全改訂版 中島和子著 アルク 2016.1 807/116a

マルチリンガル教育への招待 : 言語資源としての外国人・
日本人年少者

中島和子編著 ひつじ書房 2010.12 807/619

子どもたちはいつ日本語を学ぶのか : 複数言語環境を生
きる子どもへの教育

尾関史著 ココ出版 2013.3 810.7/158/5

言語少数派の子どもの概念発達を促す教科学習支援 : 母
語と日本語が融合したことばのやり取り

滑川恵理子著 ココ出版 2019.2 810.7/158/24

ことばのまなび手を知る
鳰貴子, 松本恭子編 ; エバニチ堀
越厚子 [ほか] 著

凡人社 2017.8 810.7/221/1
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