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（１）にほんごをまなぼう 
にほんごをまなぼう 著者 文部科学省 

出版社 ぎょうせい 
レベル 初級 
サイズ・頁 Ａ４判・１０４頁 
対象 南米等の日系人児童生徒 

中国等の帰国孤児児童生徒 
インドシナ等の難民児童生徒 
外国人・帰国児童生徒 

母語対応 見開きに各国語で 
関連教材等 教師用指導書   

 
 
 
 
 
 

価格 ９５１円＋税 
（内容） 
 学校生活で必要とされる基本的な日本語を指導するための教材。今までの日

本語教材は、文型積み上げ方式が多かったが、児童生徒の日常生活、学校生活

を場面として、その中で使われている語彙や文型など、イラストを多く用いて

楽しく学習できるように工夫されている。 
 会話、代入・転換練習、選択問題、クロスワードパズル、長音等特殊な発音

の練習、発音のための写真、ひらがな・かたかなの表と書き順等で構成されて

いる。 
 ひらがな・かたかなのみで、漢字は使われていない。 
＜各課の内容＞ 
１～４課 日本語指導の導入（挨拶・自己紹介） 
５～６課 生命に関わる緊急度の高い表現 
７～８課 友達作りに必要な表現 
９～10 課 身支度や出欠等の連絡に関する表現 
11～17 課 学校のようすに関する表現 
18～26 課 学習教科に関する表現 
27～33 課 特別活動に関する表現 
（評） 
 保護者の都合で来日し、日本語を学習することになった児童生徒が楽しく学

べるように、カラーイラストが豊富で、とても分かりやすい。また、設定場面

を日常生活や学校にして、日本への適応も考えてつくられている。来日時の児

童生徒の実態に合わせて、選択して指導することもできるし、チェックするこ

ともできる。各課の指導に合わせた「文字の練習帳」や「文型練習帳」を用意

する必要がある。 
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にほんごをまなぼう 指導書 著者 文部科学省 

出版社 ぎょうせい 
レベル 初級 
サイズ・頁 Ｂ５判・３６０頁 
対象 南米等の日系人児童生徒 

中国等帰国孤児児童生徒 
インドシナ等難民児童生徒 
外国人・帰国児童生徒 

母語対応 中国語・英語・韓国朝鮮語 
スペイン語・ポルトガル語 

 

価格 ２，６２１円＋税 
（内容） 
 日本語を指導する教師の多くが必ずしも十分な指導経験を有していないこと

を考慮し、日本語指導の概要を平易に解説するとともに、日本語指導教材の各

課毎の指導方法を授業の指導案形式で示している。 
１．「にほんごをまなぼう」を使った日本語指導法 

（１）日本語指導の基本的な考え方 

①国語の指導と日本語指導との違い 
②言語習得に要する期間 
③日本語指導の三つの段階 
④外国人児童の理解 
⑤学校全体での取組 

（２）日本語指導における指導のポイント 
①聞く・話す・読む・書くの４技能の指導 
②音声  ③文字  ④語彙  ⑤文法  ⑥言語行動 

２．各課別指導事項 
３．語彙等インデックス 
 ①５０音別語彙（母語訳）  ②品詞活用別  ③新出文型 
４．表現翻訳集（母語訳） 
 ①「にほんごをまなぼう」 ②日本の学校紹介 ③学校から家庭への連絡文 
＜参考資料＞南米事情 
（評） 

指導を円滑に進められるよう適宜対訳を付しているほか、学校からの連絡文

例や南米からの子どもたちを理解する一助として、南米事情についても紹介し

ている。適応指導や保護者への対応にも使うことができる。 
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日本語を学ぼう ２ 著者 文部科学省 

出版社 ぎょうせい 
レベル 初級 
サイズ・頁 Ａ４判・１１８頁 
対象 南米等の日系人児童生徒 

中国等帰国孤児児童生徒 
インドシナ等難民児童生徒 
外国人・帰国児童生徒 

母語対応  
関連教材等 指導書 

 

価格 １，０６８円＋税 
（内容） 
 「にほんごをまなぼう」修了者のために作成された、教科学習に必要な日本

語の指導を目的とした教材。 
 小学校４年生までの算数、理科、社会の学習に必要な語彙や表現で、主に初

級後半の文型（やりもらい、受け身、～のように等）を扱っている。 
 学習内容だけでなく、教室でよく使う表現や学習の進め方についても、イラ

ストを用いて分かりやすく説明している。 
＜教科対応表＞ 
○算数（数の表し方：万、億）（量と測定の単位：長さ、かさ、重さ、広さ） 

（小数のよみ方）（ものの個数、順序、加法、減法）（文章題）（乗法、除 
法）（長さと時間）（何倍、棒グラフ）（基本的な平面図形）（角の大き 
さ）（伴って変わる２つの数量）（等号、不等号）等 

○理科（てんびん）（植物の観察）（昆虫の観察）（空気の性質）（乾電池と磁石） 
   （季節と動植物）（日向と日陰、太陽の動き）（電池のはたらき）（空気の 

温度と体積）（水、氷、水蒸気）（自然界の水の変化）（地面を作ってい 
る物の特徴・性質）（流れる水・川のはたらき） 

○社会（国土の位置）（日本の気候）（近所のようすの観察）（近所のようすと地 
    図）（町で働く人々）（人々の生活の移り変わり）（公共団体の役割、地 

域社会の成員としての協力） 
（評） 
 日常会話ができるようになると、児童生徒も指導者も「日本語ができる」と

いって安心してしまうことが多い。教科内容をもとに、語彙や文型指導等の日

本語指導をすることにより、学習言語能力を身につけ、教室での授業に少しで

もついていけるようになればよいと思う。 
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日本語を学ぼう ２ 指導書 著者 文部科学省 

出版社 ぎょうせい 
レベル 初級 
サイズ・頁 Ａ４判・３５２頁 
対象 南米等日系人児童生徒 

中国等帰国孤児児童生徒 
インドシナ等難民児童生徒 
外国人・帰国児童生徒 

母語対応 中国語・英語・韓国朝鮮語 
スペイン語・ポルトガル語 

 

価格 ２，８１６円＋税 
（内容） 
 教科学習を進める上でのキーワード、教室でよく使用される表現、教科書に

頻出する文型を指導するために、聞き取り練習・会話体の練習を取り入れる等

多様な日本語指導方法を盛り込んでいる。「取り出し指導」を前提として、作成

され、指導時間は１２０時間程度を目安としている。 
１．「日本語を学ぼう ２」を使った日本語指導法 
（１）聞く・話す・読む・書くの４技能の指導 
（２）音声の指導 
（３）文字・表記の指導 
（４）語彙の指導 
（５）文法の指導 
（６）その他（学校全体の指導体制、学校内外での連携と交流、補助教材の作

り方） 
２．各課別指導事項 
３．語彙等インデックス 
 ①５０音別新出語彙対訳リスト（母語訳）②品詞別語彙インデックス 
 ③漢字インデックス ④文型インデックス ⑤５０音順語彙インデックス 
（評） 
 教材は、算数・理科・社会の３教科の教科書の分析を行い、各教科で重要と

思われる語彙や表現を選定し、さらに授業で使われる表現を抽出して作成され

ている。しかし、ねらいは教科内容の指導ではなく、あくまでも日本語指導で

あるので、各課の最後にまとめてある文型を活用し、これを中心に、学校生活

や教科指導で重要だとおもわれる語彙や表現を使いながら、文型の定着を図る

ようにすることが大事である。 
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日本語を学ぼう ３ 著者 文部科学省 

出版社 ぎょうせい 
レベル 中級 
サイズ・頁 Ａ４判・１２４頁 
対象 南米等日系人児童生徒 

中国等帰国孤児児童生徒 
インドシナ等難民児童生徒 
外国人・帰国児童生徒 

母語対応  
関連教材等 指導書 

 

価格 １，２６２円＋税 
（内容） 
 小学校５年・６年の算数・理科・社会の学習に必要な語彙や表現を中心にま

とめられている。「日本語を学ぼう ２」の続編といえる。構成、内容、日本語

の練習等に一層の工夫を凝らしている。 
＜教科対応表＞ 
○算数（小数の乗除）（体積）（円周と円周率）（三角形の面積）（公倍数） 
   （三角形と多角形の角の和）（異分母分子のたし算）（割合）（分数の乗除） 
   （比）（場合の数）（拡大）（比例と反比例） 
○理科（天気予報）（水の中の小さな生き物）（てこと道具）（もののとけかた） 
   （命のたんじょう）（土地のつくり）（もののもえかた）（からだのつくり 
    とはたらき）（人の生活と自然かんきょう） 
○社会（工場見学）（食料の輸入）（郵便局で）（わたしたちの生活と運輸） 
   （スポーツを通した国際交流） 
・漢字コラム「漢字あれこれ」 
（その１）漢字の数、日本の文字の由来、３種の文字を混用する日本語表記シ

ステムの説明 
（その２）漢字の字形の構造 
（その３）部首 
（その４）形声文字の音 
（評） 
 小学校高学年から中学校に在籍する外国人児童生徒を対象に内容を構成して

あり、各課で文型等の練習問題を具体的に提示している。漢字についても、外

国人児童生徒が習得した漢字をもとにできるだけ自分で漢字を学習していける

ように配慮されている。 
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日本語を学ぼう ３ 指導書 著者 文部科学省 

出版社 ぎょうせい 
レベル 中級 
サイズ・頁 Ａ４判・１６２頁 
対象 南米等日系人児童生徒 

中国等帰国孤児児童生徒 
インドシナ等難民児童生徒 
外国人・帰国児童生徒 

母語対応 中国語、英語、韓国朝鮮語 
スペイン語、ポルトガル語 

 

価格 １，９４２円＋税 
（内容） 
 学習日本語指導上の留意点等を示すとともに、教材の縮小版を各ページに盛

り込み、教材に指導例を加える形で編集されている。 
１．「日本語を学ぼう ３」を使った日本語指導法 
（１）教科学習に関連する日本語指導上の留意点 
（２）「日本語を学ぼう ３」の特色 
（３）聞く・話す・読む・聞くの４技能の指導 
（４）音声の指導 
（５）語彙の指導（辞書について） 
（６）文法の指導（文型練習の方法） 
（７）その他（学校全体の指導体制、補助教材等） 
２．各課の指導事項 
３．漢字コラム 
（１）指導上の留意事項 
（２）各コラムの解説 
４．語彙等インデックス 
（１）５０音順新出語彙対訳リスト 
（２）漢字インデックス 
（評） 
 日本人の子どもの場合は、教科書で使われる言葉のほとんど、それまでの 
様々な経験の中で見たり聞いたりしていることが多い。外国人の子どもの場合

はその数が極めて少ない状態である。教科学習に関連する日本語指導にあた 
っては、ポイントとなる語彙、文型を精選し、指導の重点化を図ることが大事

である。この教材を手がかりにして、学習言語能力をより高めたい。 
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マル チメ ディ ア 「に ほん ごを まな ぼ う」  著者 
出版社 

日本語指導教材研究会 
（文部科学省委託） 

レベル 初級 
サイズ・頁  
対象 南米等日系人児童生徒 

中国等帰国孤児児童生徒 
外国人児童生徒 
帰国児童生徒 

 

母語対応 中国語、韓国・朝鮮語、英語 
スペイン語、ポルトガル語 
（６課・７課のみ） 
ベトナム語、カンボジア語 

（内容） 
 インターネットを通して、「にほんごをまなぼう」にそい、児童生徒の母語を

選んで学習することができる。 
＜教材の構成＞ 
（１）あいさつ  （２）自己紹介 （３）トイレ （４）身体のこと 
（５）学校への連絡（６）交通安全 （７）持ち物 （８）先生の指示 
（９）教室内の道具（10）給食   （11）そうじ （12）友達とのやりとり 
（13）学校めぐり （14）先生の名前（15）時間割 （16）学校の活動 
（17）家庭とのやりとり 
＜指導案＞各課 
＜文型構造＞２、３、４、５、８、11、12、16 課 
＜練習機能＞ 
（発音練習）１、２、５、６、８、９、10、12、14、16 課 
 マイクとスピーカー、もしくはヘッドセットを用意する。 
（手書き練習）２、６、９、14 課 
 マウスでも使うことができるが、タブレットを使うと実際にペンで文字を書

く感覚で練習することができる。また、シャープペンシル型のタブレットを使

用すると実際に紙に文字を書きながら練習することができ、効果的である。 
（調べ学習）13 課 
 学校探検隊。学校のいろいろな教室や設備の画像や説明文、探検記録等のデ

ータが表示され、写真や記事のほかに音声で吹き込まれた記事等がある。 
（評） 
 母語別に一人でも学習したり、復習したりすることができるので便利である 
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（２）にほんごワークブック 
にほんごワークブック 著者 日本語ぐるりっと 

出版社 凡人社 
レベル 初級 
サイズ・頁 Ａ４判・１５６頁 
対象 外国人児童生徒 
母語対応 ＜見開きに＞ 

中国語、英語、韓国朝鮮語 
スペイン語 
ポルトガル語 

関連教材等  

 

価格 １，３６５円（税込） 
（内容） 
・学校生活・学習に関する基本的な事柄や日本語の仕組みについて気付かせる

ことを目的とし、外国人児童生徒が学校生活や学習場面をわかりやすく学べる

ようになっている。 
・「にほんごをまなぼう」を参考にした場面・話題に沿って、学校の様子や日本

語について、イラストやパターン項目で分かりやすく提示している。 
・既習事項を整理し、語彙や表現を効果的に配列している。 
・自習用としても使える。（解答付き） 
・小学校６年生までの漢字を使用している。（振り仮名付き） 
・指導項目 

１課 あいさつ    12 課 一日の生活    23 課 算数 
２課 自己紹介    13 課 朝の会      24 課 理科 
３課 物の名前    14 課 給食       25 課 町 
４課 教室用語        15 課 掃除       26 課 テスト 
５課 交通      16 課 帰りの会     27 課 学級活動 
６課 体       17 課 放課後      28 課 クラブ活動 
７課 遊び      18 課 授業       29 課 学校の一年   
８課 友達            19 課 音楽       30 課 避難訓練 
９課 身の回り    20 課 図工       31 課 運動会 
10 課 欠席            21 課 体育       32 課 学芸会 
11 課 学校      22 課 家庭科      33 課 遠足 

（評） 
「にほんごをまなぼう」に準拠しているので、練習や復習問題として活用で

きる。「日本語を学ぼう ２」に進む前のチェックとしても使える。 
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（３）ひろこさんのたのしいにほんご 
ひろこさんのたのしいにほんご１ 著者 根本 牧 屋代瑛子   

出版社 凡人社 
レベル 初級 
サイズ・頁 Ｂ５判・１６２頁 
対象 外国人の学齢児童 

（６歳～１２歳） 
母語対応 スペイン語対訳 
関連教材等 指導書、ぶ ん け い れ ん し ゅ う ち ょ う  

ひらがな・かたかな・かんじれんしゅうちょう 
絵カード 

 

価格 １，８００円＋税 
（内容） 
 インドシナ半島の三国（カンボジア・ラオス・ベトナム）から日本へ入国し

てきた学齢児童（６歳～１２歳）のために作成された。日本に住むひろこさん

という９歳の女の子を主人公にして、日本語を楽しく分かりやすく習得させる

だけでなく、ひろこさんの生活やその家族・友人とのかかわりあいを通じて、

日本の生活や習慣も自然に学べるようになっている。 
 書く学習を並行して進められるように構成してあるので、難民以外の児童生

徒の指導にも適している。 
 ５０課からなり、１日約４時間、１課ずつ進むことを基準にしている。 
       ＜指導書＞            ＜ ぶ ん け い れ ん し ゅ う ち ょ う ＞  

      文型編と文字編で構成       絵の助けを借りて、練習 
       Ｂ５判・１７４頁         の内容が容易に理解 
       ２，５００円（税込）       Ａ４判・７４頁 
                        １，２６０円（税込） 
 
       ＜ ひ ら が な ・ か た か な ・ か ん じ             ＜絵カード＞ 
        れ ん し ゅ う ち ょ う ＞                  CD―ROM 版 
       絵を入れて楽しく          必要な大きさに印刷 
       Ａ４判・１４６頁          白黒 163 枚、カラー2 枚 
       １，５７５円（税込）         ３，９９０円（税込） 
 
（評） 
 イラストが豊富で、楽しく学習することができる。ひらがな、かたかな、漢

字も、文型と同時に学習できるようになっているので、使いやすい。 
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ひろこさんのたのしいにほんご ２ 著者 根本 牧 屋代瑛子  

永田行子 
出版社 凡人社 
レベル 初級 
サイズ・頁 Ｂ５判・１８２頁 
対象 外国人の学齢児童 

（６歳～１２歳） 
ひ ろ こ さ ん の た の し い に ほ ん ご １ の 修 了 者  

母語対応  
関連教材等 指導書 

かん じ・ ぶん け いれ んし ゅう ちょ う  

 

価格 １，８００円＋税 
（内容） 
 より豊かな自然な日本語を表現する力をつけるための「ひろこさんのたのし 
いにほんご １」の続編。この本を修了すると、いわゆる日本語の初級文型を

ほぼ学習したことになる。 
 複雑な文や表現も段階を経て、また、適切な場面や豊富な絵によって、無理 
なく習得できる。 
       ＜指導書＞           ＜ か ん じ ・ ぶ ん け い れ ん し ゅ う ち ょ う ＞  
       基本文型、新出語彙       前半 漢字の練習 
       基本文型の解説         後半 文型練習 
       導入時の留意点         絵をたくさん使用 
       具体的な導入方法         
       応用会話、お話 
Ｂ５判・１７４頁 ２，９４０円  Ａ４判・２０４頁 １，８９０円（税込） 
＜スペイン語訳＞  （税込） 
「ひろこさんのたのしいにほんご ２」の本文をスペイン語に訳したもの。 
スペイン語に訳しただけでは、うまくニュアンスが伝わらないような場合には、

頁の下に簡単な文法の説明がついている。 
（評） 
 文型や表現が複雑になり、意味の理解、その伝え方、定着のための練習の仕

方等、さまざまな方法で指導できるようになっている。また、日常よく遭遇す

る場面やよく話されるような内容の短い話から学習する文型、表現の定着を図

ることができる。「小さなお話」も文型学習に役立つ。 
 



－  1-11 －  

（４）たのしいにほんご 
たのしいにほんご 低学年初級 著者 日本 語教 材研 究 開発 プロ ジェ クト 編  

出版社 小学館 
レベル 初級 
サイズ・頁 Ｂ５判・１１２頁 
対象 海外日本人学校児童 

補習授業校児童 
帰国児童 
外国人児童 

母語対応  
関連教材等 指導書 ワークブック ＣＤ 

 

価格 ８４０円（税込） 
（内容） 
 海外で暮らす日本人学校、補習授業校、海外での生活が長く日本語が苦手な

帰国児童、日本で暮らす日本語初心者等を対象に日本文化を楽しみながら自然

に学べるように作られた。 
      ＜指導書＞      ＜ワーク ブッ ク ＞         ＜ＣＤ＞ 
       Ｂ５判        Ｂ５判           12cm 
       ８０頁        ８０頁         １８０頁 
      1，470 円        840 円         4，725 円 
      （税込）        （税込）         （税込） 

 
 

たのしいにほんご 中学年初級 著者 日本 語教 材研 究 開発 プロ ジェ クト 編  
出版社 小学館 
レベル 初級 
サイズ・頁 Ｂ５判・１１６頁 
対象 海外日本人学校児童 

補習授業校児童 
帰国児童 
外国人児童 

母語対応  
関連教材等 指導書 ワークブック ＣＤ 

 

価格 ８４０円（税込） 



－  1-12 －  

（内容） 
中学年用初級教材 
       ＜指導書＞      ＜ ワ ー ク ブ ッ ク ＞             ＜ＣＤ＞ 
        Ｂ５判        Ｂ５判          12cm 
        ８０頁        ８０頁          180 頁  
       1，470 円        840 円                  4，725 円  

       （税込）        （税込）        （税込） 

 
たのしいにほんご 高学年初級 著者 日本 語教 材研 究 開発 プロ ジェ クト 編  

出版社 小学館 
レベル 初級 
サイズ・頁 Ｂ５判・１１６頁 
対象 海外日本人学校児童 

補習授業校児童 
帰国児童 
外国人児童 

母語対応  
関連教材等 指導書 ワークブック ＣＤ 

 

価格 ８４０円（税込） 
（内容） 
 高学年用初級教材 
       ＜指導書＞      ＜ ワ ー ク ブ ッ ク ＞            ＜ＣＤ＞ 
        Ｂ５判        Ｂ５判          12cm 
       ８０頁         ８０頁         180 頁 
       1，470 円        840 円                 4，725 円 
       （税込）        （税込）        （税込） 
 
（評） 
 日本の行事や昔話等、日本について関心をもつとともに、日本語の学習がで

きるように配慮している。また、ことば遊びや歌も取り入れ、楽しく学習でき

るように工夫されている。書き順つきの文字（ひらがな・かたかな・漢字）の

練習、クイズやパズルも組み入れられている。教科書で学習したことをワーク

ブックで定着を図るとともに、ＣＤ教材で音声学習をすることができる。 
 
 



－  1-13 －  

（５）にほんごドレミ・ジャンプ 
にほんごドレミ 著者 

出版社 
独立行政法人 
国際協力機構（JICA） 

レベル 初級前半 
サイズ・頁 Ａ４判・１５８頁 
対象 中南米の日系人西語圏年少者 

外国人児童 
母語対応 スペイン語 
関連教材等 指導マニュアル 

タスクシート ＣＤ 
日本語文法解説書 

 

価格 １，０００円＋税 
（内容） 
 中南米の日系人西語圏年少者（７歳～１０歳）を対象に、身近な話題やいろ

いろな活動を通して「日本語に触れる」ことをねらった内容。 
＜特徴のある課＞ 
（うちゅうじん）（バザー）（ぼくのさる）（おばけやしき）（サーカス） 
（おりがみ）（ぼくのおじいさん）（日本のりょうり）（ビスケット工場） 
          

＜指導マニュアル＞         ＜タスクシート＞ 
         いろいろな話題、場         練習問題 
         面にそって、簡単な         ・線つなぎ 
         日本語を使ったり、         ・スペイン語訳 
         活動することをねら         ・計算問題 
         ったもの。              ・文作り 
 Ａ４判 ３２頁           Ａ４判 ３０頁 
  ３１５円（税込）          ５２５円（税込） 
（評） 
 スペイン語圏の児童向けの教材として、絵と対訳を手がかりに指導すること

ができる。また、日本語を学習することにより、日本文化についても学ぶこと

ができるように配慮されている。 
 
 
 
 
 



－  1-14 －  

にほんごジャンプ 著者 
出版社 

独立行政法人 
国際協力機構（ＪＩＣＡ） 

レベル 初級後半 
サイズ・頁 Ａ４判・１７４頁 
対象 中南米の日系人西語圏年少者 

外国人児童 
母語対応 スペイン語 
関連教材等 指導マニュアル 

日本語文法解説書 
 

 

価格 １，１００円＋税 
（内容） 
 中南米日系人西語圏年少者（１１歳～１４・１５歳）を対象に、話し言葉の

運用を重視、基礎的な構文に表現の意図を加え、コミュニケーション力を育成

することをねらいとしている。 
 漢字はすべて振り仮名、語彙・漢字マーク等も工夫されている。 
＜特徴のある課＞ 
（町のお祭りです）               ＜指導マニュアル＞ 
（オセロゲームをしましょう）           いろいろな話題、場面 
（お話大会に出ます）              にそって、基本的な日本 
（日本を旅行します）              語を使ったり、活動した 
（地球をまもりましょう）            りすることをねらったも 
（移住について調べました）           の。 Ａ４判 ６０頁 
（なぜ日本語を勉強していますか）           ４２０円（税込） 
 
 
（評） 
 文型や品詞、漢字にも目を向け、コミュニケーションできるように工夫され 
ている。また、地球環境、移住の問題、日本語学習について等の話題を取り上

げ、日本語を学習することによって、日系人として日本と中南米の国々との関

わりについても考える機会になると思う。 
 
 
 
 
 



－  1-15 －  

日本語文法解説書 著者 
出版社 

独立行政法人 
国際協力機構（ＪＩＣＡ） 

レベル 初級 
サイズ・頁 Ａ４判・１６６頁 
対象 中南米の日系人西語圏年少者 

外国人児童 
母語対応 スペイン語 

 
関連教材等  

 

 

価格 １，５００円＋税 
（内容） 
「にほんごドレミ」や「にほんごジャンプ」等を使った初級の日本語を指導す

る教師のために、約１６０の文型・文法項目を整理し、わかりやすく解説して

いる。 
＜１部＞ 
１章 日本語の基本的なしくみ   ６章 動詞・形容詞・名詞の普通形 
２章 動詞のます形        ７章 意向形 
３章 動詞の辞書形        ８章 形容詞と形容詞文 
４章 動詞のない形        ９章 授受表現 
５章 動詞のた形 
＜２部＞ 
１章 「が」と「は」       ６章 受け身 
２章 て形（１）         ７章 使役 
３章 て形（２）         ８章 使役受け身 
４章 「～と」「～ば」「～たら」  ９章 敬語 
５章 可能 
（評） 
 項目ごとに例文をあげたり、文の形の作り方を練習したりしながら、分かり

やすく説明している。 
 
 
 
 
 
 



－  1-16 －  

（６）日本語学級 
日本語学級 １ 著者 大蔵 守久 

出版社 凡人社 
レベル 初級 
サイズ・頁 Ａ４判・２０８頁 
対象 外国人児童生徒 

帰国児童生徒 
母語対応  

 
関連教材等 別冊付録４枚 

 

 
 
 
 
 
 

価格 １，８００円＋税 
（内容） 
 小中学生に一日でも早く日本語で意思疎通を可能にさせるためのテキスト。 
１．日本の学校生活に適応するためには「まず、カタコトで意思疎通を可能に」 
２．子どもに日本語を教えるということは 
 ①直感で理解させる  ②楽しませる  ③自然に反復させる 
３．１０００点以上のイラストを使って言葉を説明 
＜構成＞ 
１章 初期必修語彙  ２章 ひらがな  ３章 カタカナ 
（評） 
 全く日本語が話せない児童生徒への対応について、経験にもとづいて詳しく

説明している。イラストを使って楽しく学ぶことができる。 
 

日本語学級 ２ 著者 大蔵 守久 
出版社 凡人社 
レベル 初級 
サイズ・頁 Ａ４判・２０４頁 
対象 外国人児童生徒 

帰国児童生徒 
母語対応  

 
関連教材等 別冊付録４枚 

 

 

価格 １，９００円＋税 



－  1-17 －  

（内容） 
 基本文型の徹底整理。語彙、文型、文法、習熟度診断テストつき。 
１．カタコトレベルからセンテンスレベルに引き上げるためのテキスト。 
 来日半年以内に習得させたい文型・文法を提示している。 
 →日本語力向上の土台作り 
２．豊富なイラストで分かりやすく、楽しく習得することができる。 
 １２００以上のイラスト 
（評） 
 イラストを用いて、文型・文法を分かりやすく説明している。絵の動きや違

い等からわからせていく独特の方法は、とても興味をもって取り組める。 
 

日本語学級 ３ 著者 大蔵守久 
出版社 凡人社 
レベル 初級 
サイズ・頁 Ａ４判・１６８頁 
対象 外国人児童生徒 

帰国児童生徒 
母語対応  
関連教材等 別冊付録４枚 

 
 

 

価格 １，６００円＋税 
（内容） 
 足し算・引き算  日本語クリアー 
＜特長＞ 
１．「コトバ」がネックになっている子どものために 
２．教科書に入るための「道しるべ」 
３．足し算・引き算の基礎をしっかり習得 
４．イラストで難しい概念をわかりやすく 
５．スモールステップと１事習熟 
○指導される方へ（５項目） 
（評） 
 算数用語、問題把握・解決についてイラストで説明し、算数学習への橋渡し

的な日本語指導についてまとめられている。学習したことをもとに教科書の練

習問題で仕上げをし、定着を図ることができる。 
 



－  1-18 －  

（７）やさしいにほんご 
やさしいにほんご 入門 著者 加州日本語学園協会 

出版社 成美堂 
レベル 初級 
サイズ・頁 Ａ４判・１２８頁 
対象 英語圏の５～６才の子ども 

外国人児童 
帰国児童 

母語対応 英語 
関連教材等  

 

 

価格 ２，０００円＋税 
（内容）ＩＮＴＲＯＤＵＣＴＯＲＹ  ＪＡＰＡＮＥＳＥ 

英語圏（アメリカ・カナダ・オーストラリア・イギリス・ニュージーランド） 
の子どもや帰国児童向けの教材。 
＜特長＞ 
１．まず、耳から日本語に親しませ、学習者の興味を引くよう工夫 
２．ひらがなが初めから出てくるので、指導者の音声をたよりに反復練習させ 
 ることが必要 
３．絵を中心に話し合い、それぞれの表現や話しかけに注目させ、対話の展開 
 を図る 
＜取り上げている歌＞チューリップ、きらきらぼし、かたつむり、ふたあつ 
 むすんでひらいて、あかいとりことり、まるとさんかくとしかく等 
 

やさしいにほんご 初級 著者 加州日本語学園協会 
出版社 成美堂 
レベル 初級 
サイズ・頁 Ｂ５判・１２８頁 
対象 英語圏の６～８歳の子ども 

外国人児童 
帰国児童 

母語対応 英語 
関連教材等  

 

 

価格 １，８００円＋税 



－  1-19 －  

（内容） 
＜特長＞ 
１．日本語を初めて学習する生徒にも適用 
 平仮名・片仮名の紹介→絵と対話を中心に作成 
２．絵で状況説明をする→絵の動き 
３．日常生活で話していることを題材 
 一日一日の授業の流れを重視 
４．ききましょう・いいましょう・はなしましょう・こたえましょうドリル 
５．漢字は今まで習った言葉に置き換えて 
 漢字になじませる、認識・確認を第一と考える、ゲーム 
＜取り上げている歌＞ことばのれんしゅう、てをたたきましょう、シャボン玉 
 おおきなくりのきのしたで、こぶた たぬき きつね ねこ 
 
やさしいにほんご 中級 著者 加州日本語学園協会 

出版社 成美堂 
レベル 中級 
サイズ・頁 Ｂ５判・１２８頁 
対象 初級を終えた小学生 

外国人児童 
帰国児童 

母語対応 英語 
 

関連教材等  

 

価格 １，８００円＋税 
（内容） 
＜特長＞ 
１．初級の復習 対話、質問文、パズル、ストーリー 
２．導入のページ 絵カード 
３．温かい家族の交流とともに、社会の広がり 
４．対話と並行して読み書きの練習、易しい物語 
５．ききましょう、こたえましょう、イラスト、簡単なメモ 
６．漢字５０字（振り仮名付き） 
７．ききとりのためのお話、漢字リスト、動詞の変化 
８．別冊練習帳 
 聴解練習、語彙や基礎文法の定着のドリル、読みや漢字の練習 
 



－  1-20 －  

 
やさしいにほんご 上級 著者 加州日本語学園協会 

出版社 成美堂 
レベル 上級 
サイズ・頁 Ｂ５判・１２８頁 
対象 中級を終えた児童生徒 

外国人児童生徒 
帰国児童生徒 
 

母語対応 英語 
関連教材等  

 

 

価格 １，８００円＋税 
（内容） 
＜特長＞ 
１．復習のページ 
２．導入 
 対話・手紙・レポート・広告 
３．クスカルチャー 
 自然保護→社会意識を養う 
４．キーポイントになる表現 
５．漢字８６字 
６．動詞、形容詞等の活用を主体とした問題での言語はすべてひらがな 
７．付録 
 お話、漢字リスト、動詞の変化表、文型表、語彙、カタカナ語、日本紹介 
８．学力に応じて指導ができる 
９．練習帳 
＜取り上げている歌＞ 
 キャンプの夜、世界の子どもたちが 
（評） 
 英語圏の子どもたちが楽しく学べるように工夫されている。英語圏以外の外

国人の子どもたちにも英語訳のところを母語に変えたり、日本語の部分を使っ

たりして活用するとよい。歌や折り紙、あやとり等、遊びながら日本語を学ぶ

ことができる。 
 
 



－  1-21 －  

（８）にほんごだいすき 
にほんごだいすき １ 著者 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 
出版社 むぎ書房 
レベル 初級 
サイズ・頁 Ａ４判・９５頁 
対象 外国人児童生徒 

帰国児童生徒 
母語対応 見開きに各国語で 

あそぼう  できた！ 
関連教材等 おしえかたガイド 

たんごのほん、ワークブック 

 

価格 １， ２０ ０円 （ 本体 １， １６ ５円 ）  
（内容） 
＜ほんぶん＞ 
１．ひらがな 
 きほんのひらがな、にごったおと、つまるおと、ながいおと、ねじれたおと 
 ねじれたながいおと 
２．かたかな 
 きほんのかたかな、にごったおと、つまるおと、ながいおと、ねじれたおと 
 とくべつなおと 
＜コラム＞ 

かたち、きせつ・てんき、おなじなまえ、からだ、はんたいのことば 
たべもの・くだもの・やさい、かぞく、がくねん、かず、じかんわり、ようふ

く、いえのまわり、アルファベット、ひらがな・かたかなのひょう 
       ＜おしえかたガイド＞        ＜たんごのほん＞ 
        １部 全体的な解説        全体がストーリー 
        ２部 指導例           視覚的でわかりやすい 
        ３部 語彙対訳リスト          カラーイラストが豊富       

        Ａ４判・１８２頁         Ａ４判・８３頁 
       １，５００円（税込）        １，８００円（税込） 
（評） 
「楽しくなければ勉強じゃない」を合言葉に作成され、「ともに遊ぼう、ともに

学ぼう、ともに変わろう」という願いをこめて、指導法等も工夫されている。

おしえかたガイドには、文法説明や授業例、５か国語訳（英語、中国語、韓国・

朝鮮語、スペイン語、ポルトガル語）がついていて、参考になる。 
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にほんごだいすき ２ 著者 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 
出版社 むぎ書房 
レベル 初級 
サイズ・頁 Ａ４判・１１２頁 
対象 外国人児童生徒 

帰国児童生徒 
母語対応  

 
関連教材等 れんごのほん 

 

 

価格 １，２００円（税別） 
（内容） 
あいさつ                         ＜ れ んご のほ ん＞  
すわってください                     助詞の辞典 
１～２３課で構成され、絵を手がかりに、語彙        動詞の絵辞典 
や文型を学習する。また、９つのコラム、２つの      Ａ４判・111 頁 
ふろく（かぞえかた・ぶんぽう）がある。         １，２ ００ 円 （税 別 ） 
（評） 
 イラストをたくさん使って、楽しく学習できるように構成されている。１３

課の「けんか」についての語彙・イラストは題材として適切だろうか？ 
 
（９）こどものにほんご 

こどものにほんご １ 著者 子どもの日本語研究会 
出版社 スリーエーネットワーク 
レベル 初級 
サイズ・頁 Ｂ５判・２００頁 
対象 外国人児童 

帰国児童 
母語対応 英語 

中国語 
ポルトガル語 

関連教材等 指導の手引き 絵カード 

 

価格 ２，０００円＋税 



－  1-23 －  

（内容） 
 日本の公立小学校に編入した５年生のブラジル人の男の子が１学期の行事を

通して、日本の生活に慣れていく様子を描いている。１課を２つの場面に分け

学習しやすくしている。それぞれ本文と練習問題からなる。名詞文、形容詞文 
動詞文丁寧体（常体）の現在まで学べるようになっている。 
既習文型を使った読み物や１年生の漢字も収録されている。 
（ルイス シルバくん）（きょうしつ）（がっこう）（きゅうしょく）（はるのえ

んそく）（じかんわり）（あめのひ）（プールびらき）（さんかん日）（かいもの

ごっこ）（でんわ）（しゃかい見学）（なつ休みの計画） 
（評） 
 各課は会話例と練習問題で構成され、イラストを使って楽しく学習すること

ができる。付録として、拡大コピーして使える「絵チャート」、英語とポルトガ

ル語訳のついた語彙、きょうしつのことばも提示されている。 
 

こどものにほんご ２ 著者 子どもの日本語研究会 
出版社 スリーエーネットワーク 
レベル 初級 
サイズ・頁 Ｂ５判・３００頁 
対象 外国人児童 

帰国児童 
母語対応 英語 

中国語 
ポルトガル語 

関連教材等 指導の手引き 絵カード 

 

価格 ２，０００円＋税 
（内容） 
 小学校の２・３学期の行事に沿って物語が展開、七五三、お正月等の日本の

伝統的行事も盛り込み、クイズ・昔話を漫画化したもの、イラストによる行事

や遊びの紹介等を随所に入れ、自発的に学ぶ意欲がもてるよう工夫されている。 
（ラジオ体そう）（ぼんおどり）（夏休みの思い出）（作ひんてん）（ゲストティ 

ーチャー）（そうじ）（うんどう会）（音楽会）（七五三）（クリスマス）（お正 
月）（ひなんくんれん）（せつ分）（かぜ）（ひなまつり）（がっきゅう活どう） 

（こくさいまつり） 
（評） 
 教科学習に入る前提として、必要な日本語の習得を目的としている。さらに、

自分の考えを日本語で書き表す練習をして、教科学習に繋げるとよい。 
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（１０）にほんごかんたん 
にほんごかんたん（Book １） 著者 坂 起世 吉岐久子 

出版社 研究社 
レベル 初級 
サイズ・頁 Ｂ５判・１４６頁 
対象 英語を母語とする児童生徒 

外国人児童生徒 
帰国児童生徒 

母語対応 英語 
関連教材等 テープ 

教師用指導書 

 

価格 １，８９０円（税込） 
（内容）ＳＰＥＡＫ ＪＡＰＡＮＥＳＥ 
 英語を母語とする学習者向けのテキストで、「話す」「聞く」「読む」「書く」

ことに焦点が置かれ、実際の生活に即した場面が設定されている。 
＜教師用マニュアル＞B５判・６０頁 ２，６２５円（税込） 
＜テープ＞４，８３０円（税込） 
         ＜Book ２＞ 
          ひらがな、かたかなに漢字の読み書きの練習も加わり、 
         より多様な場面設定がなされている。 
         ＜テキスト＞B５判・１７６頁 ２，１００円（税込） 

＜教師用マニュアル＞Ｂ５判・７７頁 ２，１０ ０円 （ 税込 ）  
         ＜テープ＞３，９９０円（税込） 
 
         ＜Book ３＞ 
          高校の文化祭や家庭での年中行事、事故や急病等の緊急 
         事態への対処の仕方や、日常生活の文化、日本舞踊や座禅 
         などの伝統文化も設定されている。 
         ＜テキスト＞B５判・１１８頁 ２，１００円（税込） 

＜教師用マニュアル＞Ｂ５判・５６頁 ３，１５ ０円 （ 税込 ）  
         ＜ＣＤ＞12cm ３，１５０円（税込） 
（評） 
 英語を母語とする中学生・高校生向けの教材として使うことができる。テー

プやＣＤは発音の自習として適している。 
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（１１）よ～い、ドン。 にほんご 
よ～い、ドン。 にほんご（ＣＤ） 著者 よ～ い、 ドン 。 にほ んご 編集 委員 会  

出版社 三省堂 
レベル 初級 
サイズ・頁 音声ＣＤ 冊子１６頁 
対象 日本に来たばかりの子ども 

外国人児童 
母語対応 ポルトガル語 

 
関連教材等  

 

価格 １，０００円（税込） 
（内容）ブラジル人のための初歩的な日本語学習ＣＤ。 
日常会話・日常用語・学校会話・学校用語・教室用語等、子どもの生活でよく

使われる表現を集め、何度も繰り返し聞いて、練習する。 
日本語で会話ができるようになることで、日本の友達をどんどん増やしていけ

ることを目的としている。 
すべてをポルトガル語で解説。 
（評） 
 ポルトガル語で説明をしているので、語彙や文型練習のとき、意味を理解し

て使うことができる。学校だけでなく、家庭でも復習したり、保護者も一緒に

聞いて発音したりすることにより、日本の学校生活や日本語について、理解す

るのにとても役立つと思う。 
 
（１２）みんなのにほんご 
 みんなのにほんご 著者 井上惠子 

出版社  
レベル 初級・中級 
サイズ・頁 Ｂ４判・５０頁 
対象 外国人児童生徒 

帰国児童生徒 
母語対応  
関連教材等 指導カリキュラム 

指導書 
問題集 

 

価格 非売品 
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（内容） 
＜特長＞ 
（１）帰国・外国人児童生徒のための直接指導法による日本語指導教材。 
（２）教材は、日本語指導カリキュラム、ワークシート、練習の３部で、年齢

と日本語レベル両面からも考え、６セット作成した。 
 ①小学校低学年（初級） ②小学校高学年（初級） ③中学校（初級） 
 ④小学校低学年（中級） ⑤小学校高学年（中級） ⑥中学校（中級）  
（３）教材はそれぞれ５０課よりなり、聞く・話す・読む・書くの学習を並行

して進め、１日１課を原則として作成した。ワークシート＝教科書、Ｂ４サイ

ズでコピーして使える。また、１課から順に学習するのではなく、児童生徒の

実態に合わせて、必要なところを選んで学習できるように冊子にはしていない。 
（４）一日の大半を過ごす学校生活についての題材を多く取り入れ、すぐに使

えるようにした。 
 題材例 がっこう、じかんわり、きゅうしょく、おんがくかい、しんたいそ

くてい、がっこうめぐり、きょうしつにあるもの、がっこうのいち

ねん、うんどうかい、こうそく、ぶかつ 
（５）年齢に合わせて学習内容、語彙、挿絵を工夫して作成した。 
（６）指導書の指導上の留意点に「母国語の干渉」について記し、指導の手立

てとした。 
 
（１３）いっしょににほんご 

いっしょににほんご 著者 横田淳子 小林幸江 
出版社 スリーエーネットワーク 
レベル 初級 
サイズ・頁 Ａ４判 １箱２７１枚 
対象 外国人児童生徒 
母語対応  
関連教材等 指導書 

『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』 

 

価格 ３３，６００円（税込） 
（内容） 
 日本語が話せない児童が編入してきたときに学校で直ちに対応できるよう

に、特に日本語教育の経験が豊富でない教師でも指導できるように工夫された

教材。全体は２２の場面に分かれ、それぞれが学校生活の様々な場面に基づい
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たストーリーになっているので、習得した日本語を実際の場面ですぐ使えると

同時に、児童を学校生活に適応しやすくする。会話体はフォーマルとインフォ

ーマルで異なることが、早い時期から意識できるように、適切な場面を使って

提示、また、学習日本語にもつなげるために、各課の目標文型を十分練習でき

るようタスクパネルが用意されている。 
＜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＞ 
          日本語を母語としない子どもが、日本の学校で学習する 

  のに必要な日本語を学ぶためのテキスト。ごく初歩的・日

常的な日本語を理解している小学生を対象としている。「風

船電話」「ドライアイス」「ラケットレース」「じゃんけん」

など、子どもが興味を持つ１６の題材を選んでいる。分か

ち書きを採用し、原則として小学校３年生までの漢字を使

用している。７０時間で「読む」「書く」「聞く」「話す」の

４技能を養成することを目的としている。指導書付。 
  Ｂ５判 １５３頁 ２，１００円（税込） 

（評） 
 紙芝居のように絵パネルを見せ、読み聞かせをしながら楽しく指導すること

ができる。続きの教材を使い、さらに定着を図ることができる。同じ手法での

手作り教材を作成するときの参考にもなる。 
 
（１４）４コママンガでおぼえる日本語 
４コママンガでおぼえる日本語 著者 佐々木仁子 

出版社 アスク 
レベル 中級 

上級 
サイズ・頁 Ａ５判・１３６頁 
対象 外国人生徒 

 
母語対応 英語 

 
関連教材等  

 

価格 １，３００円＋税 
（内容） 
＜いろいろ使えることばをおぼえる編＞ 
 ４コママンガで楽しみながら、日本語能力試験頻出の２０の単語と１０の漢

字をもとに、１５０の熟語が覚えられる。 
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単語・・・①あまい ②できる ③する ④くる ⑤いく・ゆく⑥かう 
     ⑦かける ⑧おく ⑨きる ⑩いれる ⑪だす ⑫うける 
     ⑬あかるい ⑭もつ ⑮つける ⑯みる ⑰あがる ⑱おちる 
     ⑲おくる ⑳まわる 
漢字・・・空、満、真、通、間、生、正、中、白、手 
＜ひとつおぼえてたくさんわかる編＞ 
 日本語能力試験頻出の９０語を学習する。意味・用法を理解しながら派生語

を学ぶので確実に身につく。 
も と が 同 じ こ と ば・・・①まるい ②やま ③いそぐ ④すべる ⑤ゆれる ⑥いき 
        る ⑦ひかり ⑧ひやす ⑨わく ⑩へこむ ⑪ふる ⑫ぶ 

らさげる ⑬ころがる ⑭ちる ⑮うく ⑯だらしない 
⑰しめる ⑱のびる ⑲しみる ⑳ぬる 

音が 同じ こと ば ・・ ・①あつい ②あける ③ひく ④なる ⑤あと ⑥はく  
        ⑦うつす ⑧きく ⑨すむ ⑩たつ 

Ａ５判・１３６頁 １，３６５円 
（評） 
 １課は４頁で構成され、１頁目の説明と４コママンガでその課の内容がだい

たいわかるようになっている。２～４頁目に詳しい説明があり、例文でことば

の意味も理解することができる。学習に関係のある読み物「読んでみよう」も

楽しい。 
 
（１５）絵でわかるかんたんかんじ 

絵でわかるかんたん漢字８０ 著者 武蔵野市帰国・外国人教育相談室 教材開発グループ 
出版社 スリーエーネットワーク 
レベル 初級 
サイズ・頁 Ｂ５判・６９頁 
対象 帰国児童 

外国人児童 
 

母語対応  
 

関連教材等  

 

価格 １，３００円＋税 
（内容） 
 初めて漢字に出会う子どもたちが興味をもって楽しく学べるように構成され

ている。小学校１年生の教育漢字８０字がイラストを手助けとして覚えられる。 
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本文全２０課とクイズとイラスト索引の構成。各課３頁で構成され、１頁は導

入、２頁は読みの練習、３頁は書く練習。ひらがなを覚えた頃から使用する。 
漢字の学習を第一の目的とし、負担を軽くするために文型、単語は最小限に抑

えたので、どの学年で編入した子どもの基本学習にも適している。 
         ＜絵でわかるかんたんかんじ１６０＞ 
         Ｂ５判・１１５頁 1，５７５円（税込） 
         小学校２年生の教育漢字１６０字を外国人児童生徒が学習 

しやすいように配慮して構成されている。本文全３３課と復 
習、読み替え一覧、イラスト索引、画数索引で構成。振り仮 
名は新出漢字と読み替え漢字の初出と濁音や促音など表記と 
して字音が変わる語につけられている。 

         ＜絵でわかるかんたんかんじ２００＞ 
         Ｂ５判・１２８頁 1，６８０円（税込） 
         小学校３年生の教育漢字２００字を外国人児童生徒が学習 

しやすいように配慮して構成されている。本文全３４課、復 
習・まとめの問題、読み替え一覧、画数索引で構成。各課は 
３頁で、１頁は導入、２・３頁は語の定着を図るための練習 
になっている。 

（評） 
 絵を手助けにして、漢字の意味や言葉を認識することができるので、楽しく

学習することができる。イラスト索引はよく工夫されている。 
 
（１６）かんじだいすき 

かんじだいすき（一） 著者 国際日本語普及協会 
出版社 国際日本語普及協会 
レベル 初級 
サイズ・頁 Ｂ５判・１００頁 
対象 外国人児童 

帰国児童 
 

母語対応  
関連教材等 漢字カード 

絵カード 

 

価格 １， ２６ ０円 （ 本体 １， ２０ ０円 ）  
（内容） 

学年ごとの配当漢字を扱い、世界各国から来日する子どもたちのために、日
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本語教育の実践から効果的な学習方式を工夫している。 
日本語を母語としない子どもはもちろん、漢字が苦手だと思っている日本の

子どもも、楽しみながら無理なく力をつけることができる。 
＜特長＞ 
１．イラストで漢字の意味が分かる。 
２．漢字を意味のまとまりに分けている。 
３．文脈のなかでの漢字の使い方がわかる。 
４．学校生活への適応をたすけ、教科の授業もわかりやすくする。 
５．漢字の成り立ちや部首の知識も、興味深く学べる。 
６．漢字の勉強を通して、語彙の力もつく。 
７．クイズやゲームで楽しく復習ができる。 
８．物語や習熟度テストで学年ごとの総復習ができる。 
  

 ＜２年生＞       ＜３年生＞      ＜４年生＞ 
 
 
 
 
 
 
 
  Ｂ５判 197 頁     Ｂ５判 195 頁    Ｂ５判 222 頁 
  １，５７５円      １，６８０円     ２，１００円 
   （税込）        （税込）       （税込） 

 ＜５年生＞       ＜６年生＞ 
                       ◎漢字・絵カード 
                       １年生  ８４枚 
                       ２年生 １５１枚 
                       ３年生 １７７枚 
                       ４年生 １７５枚 
                       ５年生 １６２校  
                       ６年生 １７５枚 
  Ｂ５判 192 頁     Ｂ５判 218 頁  
  ２，１００円（税込）  ２，１００円（税込） 
（評） 
 イラストやゲーム、昔話等、楽しく漢字を覚えられるよう、工夫されている。 
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（１７）外国人の子どものためのにほんごわいわい活動集 
子ど もの ため の にほ んご わい わい 活 動集  著者 国際 交流 基金 日 本語 国際 セン ター  

出版社 スリーエーネットワーク 
レベル 初級 
サイズ・頁 Ｂ５判・２７５頁 
対象 外国人児童生徒 

帰国児童生徒 
 

母語対応  
関連教材等 ＣＤ 

 

 

価格 ２，５００円＋税 
（内容） 
 日本語を楽しく学べる１０５の活動が収録されている。児童生徒が日本語を

使って、自分を表現したり、相手を理解したりするコミュニケーションの体験

ができる。また、生徒同士、先生と生徒が双方向にコミュニケーションができ

る活動を多く取り入れている。前半は「語彙や文型の定着をはかるための活動」

が７０項目、後半は「総合的な活動」が３５項目あり、後半では前半の活動で

学習したことが応用できるようになっている。ＣＤには活動で利用する歌、物

語の会話例等が収録されている。 
（評） 
 日本語の学習の時間は、４技能の習得のために単調になりがちである。子ど

もたちがいろいろな活動を通して、楽しく学べるように工夫されている。 
（１８）JAPANESE FOR YOUNG PEOPLE 
ＪＡＰＡＮＥＳＥ ＦＯＲ ＹＯＵＮＧ ＰＥＯＰＬＥ １ 著者 社団法人 国際日本語普及協会＜ＡＪＡＬＴ＞ 

出版社 講談社インターナショナル 
レベル 初級 
サイズ・頁 Ｂ５判・２５６頁 
対象 小学校高学年～高校生 

 
 

母語対応 英語 
関連教材等 かなワークブック 

テープ 

 

価格 ３，６７５円（税込） 
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（内容） 
＜特長＞ 
１．教材を使う生徒たちの生活に即した場面設定と実用的な会話例 
２．豊富なイラストつきなので、ビジュアルに学習できる 
３．早い段階から漢字の学習をはじめる新方式 
４．スクールライフに役立つ日本文化・習得を解説 
５．別売りテープで正しい発音を習得できる 
６．「かなワークブック」と並行して学習すると更に効果的 
２巻・・・スチューデントブック、漢字ワークブック、カセットテープ 
３巻・・・スチューデントブック、漢字ワークブック、ＣＤ 
（評） 
 難解な文法解釈を避け、会話例やドリル、豊富なイラスト等を通して、構文 
が自然に身につくように配慮されている。生徒が日常的に遭遇する様々な場面

を設定している。 
 
（１９）言葉図鑑 

言葉図鑑 著者 五味太郎 
出版社 偕成社 
レベル 初級 
サイズ・頁 ３１×２５cm・３６頁 
対象 外国人児童生徒 

帰国児童生徒 
日本人児童 

母語対応  
関連教材等  

 

価格 各１，２６０円（税込） 
（内容） 
 品詞別絵辞典。ことばの意味を絵で説明しているので、楽しみながらことば

の力がつく。 
①うごきのことば（動詞） 
②ようすのことば（副詞） 
③かざることば A（形容詞） 
④かざることば B（形容動詞） 
⑤つなぎのことば（助詞） 
⑥くらしのことば（あいさつ・感動詞・接続詞） 
⑦たとえのことば（比喩） 
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⑧かくれたことば（暗示・省略） 
⑨しっぽのことば（助動詞・連語） 
⑩なまえのことば（名詞） 
（評） 
 言葉を見事に絵で表現してあり、楽しく読むことができる。 
 
（２０）ことばあそびうた 

ことばあそびうた 著者 谷川俊太郎（詩）・瀬川康男（絵） 
出版社 福音館書店 
レベル 初級 
サイズ・頁 ２２×１４ ３６頁 
対象 外国人児童生徒 

帰国児童生徒 
日本人（３歳から） 
 

母語対応  
関連教材等  

 

価格 １０００円＋税 
（内容） 
 リズミカルな詩を、繰り返し口ずさむことで、日本語の発音練習をすること

ができる。 
＜例＞促音「っ」 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ＜かっぱ＞            ＜だって＞ 
（評） 
 ことばあそびをすることにより、難しい発音練習（矯正）も楽しみながら学

習することができる。 
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（２１）じてん 
こどもにほんごじてん 監修 江川 玟成 

出版社 講談社 
レベル 初級 
サイズ・頁 Ｂ５判・２２４頁 
対象 日本人児童 

（～小学校３年生） 
外国人児童生徒 
帰国児童生徒 

母語対応  
関連教材等  

 

価格 １，９００円＋税 
（内容） 
 子どものための「ことば辞典」。具体的な物の名前や固有名詞は見たり、図鑑

などで調べたりすることで理解できる。しかし、状態や様子を表すことばや抽

象的なことばを理解できるように説明することは難しい。この辞典は、ことば

の意味がわからないとき、子どもの視点に立って説明し、ことばの理解を助け

ることを目的としている。 
 基本的なことば約９００語を見出しに、いみ、つかいかた、なかまのことば、

はんたいのことばの項目に分け、わかりやすいイラストなども用いて説明して

いる。 
（評） 
 小学校３年生までの教科書に出てくる日本語のうち、重要語、基本的な言葉

を現場の先生がピックアップしているので、学習時にとても役に立つ。また、

色がきれいで、読んで遊んで学べる楽しい辞典である。 
こども ことば絵じでん 監修 金田一春彦 

出版社 三省堂 
レベル 初級 
サイズ・頁 ＡＢ判・４１６頁 
対象 日本人児童 

（～６歳） 
外国人児童 
帰国児童 

母語対応 英語 
関連教材等  

 

価格 ３，８００円＋税 
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（内容） 
 ６歳までに必要な語彙を収録した幼児の絵辞典。絵本のような楽しい紙面で

ことばの理解が深まる。 
・幼児の基本語２９０４語を収録 
・調べやすい５０音順 
・絵本のような楽しい構成（ことばと経験が結びつきやすいように） 
・簡潔にまとめたことばの意味 
・ことばの使いかたが身につく 
・反対語で理解を深める 
・イメージを広げる図鑑仕立てのページ 
・ことばへの興味をはぐくむ付録 
 音を表すことば（擬音語）、様子を表すことば（擬態語） 
 指し示すことば（指示語）、ことば遊び、英語 
（評） 
 たくさんある語彙を絵で説明しているので、外国人児童生徒にもわかりやす

い。また、ことばに対して興味がもてるよう、様々な工夫がされている。５０

音順になっているので、辞書の引き方の練習にもなる。 
ことばつかいかた絵じてん 監修 金田一春彦 

出版社 三省堂 
レベル 初級 
サイズ・頁 ＡＢ判・４１６頁 
対象 日本人児童 

（２歳～６歳） 
外国人児童 
帰国児童 

母語対応  
関連教材等  

 

価格 ３，８００円＋税 
（内容） 
 幼児の日常生活に即した場面設定で、ことばのつかいかたやつかい分けを明

示したテーマ別絵辞典。 
・動詞、形容詞を中心とした約３０００語を収録 
・テーマ別にことばを集めた絵本のような展開 
・日常生活のなかで実際に使えることばが身につく 
・大人向け解説コーナー「おうちの方へ」をテーマごとに収録 
・ことばの横の広がりを絵で解説 
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 動詞を中心に微妙な意味の違いをもつことば 
・ことばの縦のつながりを絵で解説 
 物や人の様子をあらわす形容詞を中心にとり上げる 
・反対語だけを集めたコーナー 
・文をつなぐことばを集めたコーナー 
・ことばへの興味を広げることば遊びコーナー 
（評） 
 日本語の微妙な違いを絵で示してあるので、外国人児童生徒にわかりやすく

説明することができる。また、日本人児童にとっても、日頃あまり気に留めず

に使っていた日本語についての再確認ができる。テーマ別になっているので、

ことばについてのまとめとして、学習するときに活用するとよい。 
新 レインボーかんじ絵じてん 監修 金田一春彦 

出版社 学研 
レベル 初級 
サイズ・頁 Ｂ５判・２４７頁 
対象 日本人児童 

（幼児～小学校低学年） 
外国人児童生徒 
帰国児童生徒 

母語対応  
関連教材等  

 

価格 １，６００円＋税 
（内容） 
＜特長＞ 
 漢字の成り立ちや使い方がわかり、漢字が好きになる漢字入門辞典。 
・漢字の意味を理解すれば、その言葉の意味が分かる 
・漢字の使い方をわかりやすい例文で豊富に紹介し、子どもの理解を促すとと

もに、表現にも役立つように配慮 
・漢字クイズ、遊び 
（評） 

漢字は、初級終了３００字程度、中級終了１０００字程度、上級レベル２０

００字程度も覚えなければならなく、特に非漢字圏の児童生徒にとって最も大

きな障害となる。この辞典は絵を使って漢字を楽しく学べるように工夫されて

いる。 
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（２２）Ｇｏｓｔｏ Ｍｕｉｔｏ ｄｅ Ｋａｎｊｉ 
Ｇ ｏ ｓ ｔ ｏ  Ｍ ｕ ｉ ｔ ｏ  ｄ ｅ  Ｋ ａ ｎ ｊ ｉ  著者 

出版社 
在日ブラジル人児童向け教材

開発プロジェクト 
東京外国語大学多言語・多文

化教育研究センター 
レベル 初級 
サイズ・頁  
対象 在日ブラジル人児童 
母語対応 ポルトガル語 
関連教材等 フィリピノ語版 

スペイン語版 

 

価格 ダウンロード 
（内容） 
 ブラジルとビジネスを通じて長期かつ深い関係のある商社の資金提供を受け

た東京外国語大学多言語・多文化教育研究センタープロジェクト（トゥカーノ）

が作成。子どもたちが親しみやすいようブラジルの国鳥トゥカーノを愛称とし

ている。  
漢字教材のタイトルは「私は漢字が大好きです」という意味のポルトガル語

で、１年生、２年生、３年生の漢字学習をダウンロードして使うことができる。 
 漢字の他に、ブラジルについてのトピック等もあり、カラーイラストを豊富

に使い、楽しく学習できるように工夫されている。 
他に、算数については「日本語学級」（大蔵守久著）を使い、ブラジル人児童

を指導する上でのポイントを解説している。「ポルトガル語では１００『セン』

と言うため、日本語の『千』と混乱する可能性がある」、「ブラジルでは釣り銭

を渡すとき、客の購入金額にお釣りを足し、支払われた額になるように数える

習慣がある」等、日本人とは違う言語文化を紹介し、子どもがつまずきやすい

点がわかるようになっている。 
 今後、ＨＰでは、活用事例も紹介し、ネットを通した意見をもとに、改良も

加えていく。また、公開する分野も、高学年の算数や漢字に加え、理科にも広

げる。理科では、基礎知識のない場合も考えて、「電気の流れ」や「光合成」等、

小学生にとって重要なテーマを取り上げることになっている。 
（評） 
 ポルトガル語付の教材をネットからダウンロードして使えるので、日本語教

室もなく、限られた人数の子どもを相手にする学校には朗報で、他校の「仲間」

と教材や情報を共有できれば、指導者に余裕が生まれ、児童への対応がきめ細

かくなることも期待できる。 
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（２３）絵でわかるぎおんご・ぎたいご 
絵でわかるぎおんご・ぎたいご 著者 阿久津 智 

出版社 アルク 
レベル 初級 

中級 
サイズ・頁 Ｂ６判・１３２頁 
対象 外国人児童生徒 

帰国児童生徒 
母語対応 英語 

 
関連教材等  

 

価格 １，５２９円（税込） 
（内容） 
＜人の気持ちやようすを表す＞ 
①いやな気持ち、いい気持ち ②興奮 ③終わったあとの気持ち ④期待や不

安があるようす ⑤困っているようす ⑥いろいろな表情やようす 
⑦緊張のないようす ⑧からだのひどい状態 
＜人の動作やようすを表す＞ 
①見る、話す ②いろいろな動作 ③はやい動作 ④明確な態度や性質 
⑤やり方 ⑥変化 
＜もののようすを表す＞ 
①光る、ゆれる ②流れる 落ちる ③いろいろな音やようす ④乱雑なよう

す ⑤ひどいようす ⑥味、性質 ⑦ねばりけ ⑧さわった感じ ⑨数の多さ 
重さ ⑩余裕の程度 
（評） 
 日本語の表現力を豊かにする擬音語・擬態語から使用頻度の高い語に重点を

おいて収録してある。意味・用法と例文を付け、また、全ての語にイラストが

ついているのでわかりやすい。練習問題で学習の確認もできる。 
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（２４）たのしい がっこう 
たのしい がっこう 発行 東京都教育委員会 

レベル 初級 
サイズ・頁 Ｂ５判・５０頁 
対象 外国人児童生徒 
母語対応 中国語、スペイン語、タイ語 

ルーマニア語、ペルシャ語 
ロシア語、ベトナム語、モン

ゴル語、ポルトガル語、フィ

リピン語、韓国・朝鮮語、英

語など 

 

関連教材等 指導書 
（内容） 
 日本語指導が必要な外国人児童生徒の多様化する言語に対応して、日本語指

導の充実を図るとともに、学校生活への適応指導にも役立てていくことを目指

している。各国語の対訳とローマ字でのふりがながついている。 
＜教材の構成＞ 
１．あいさつ と へんじ     ２．からだの ちょうし 
３．たのむとき たずねるとき   ４．がっこうの いきかえり 
５．なかよく あそぼう      ６．もちもの 
７．わたしの がっこう      ８．がっこうの いちにち 
９．じかんわり          10．がっこうの いちねん 

※資料 
ことばのひょう（ひらがな・カタカナ・濁音・拗音） 
すうじ（１～１０００００００）、かずのくらい 
がくしゅうでつかうことば（国語・社会・算数、数学・理科・音楽・家庭

技術家庭・図画工作、美術・体育、保健体育・テスト） 
せいかつでつかうことば（かぞく・ようすをあらわすことば・どうさをあ

らわすことば） 
◎テキストを開くと目次があり、その下に、教師から子どもへの「声かけ」の

文が載っている。「よく できましたね。」「がんばりましたね。」「もうすこしだ

から がんばろう。」「たいへん よくなりました。」という５つの文を母語が分

からない教師でも、指差すことで、子どもたちへの気持ちを表すことができる。 
（評）わかりやすいイラストでの説明、吹き出し形式の会話文、学習ですぐに

活用できる資料など、学校での指導にとても役に立つテキストである。とりわ

け、単語や文に対訳がついているので、児童生徒にとっても、指導する教師に
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とっても参考になる。日本語が話せない保護者にも、イラストと対訳から「日

本の学校生活」についての理解を得るための資料となると思う。 
 
（２５）はじめくんとまりちゃんのにほんごきょうしつ 

は じ め く ん と ま り ち ゃ ん の に ほ ん ご き ょ う し つ  発行 
 

大宮市立教育研究所 
大宮市国際理解教育研究協議会 
さいたま市教育委員会 

レベル 初級 
サイズ・頁 Ａ４判・４４頁 
対象 帰国・外国人児童生徒 
母語対応  
関連教材等 ワークブック・かるた 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

価格  

（内容） 
 １は、来日して間もない外国人児童生徒が、日常的な日本語の語彙や表現を

学習するために作成された。絵を見たり、ひらがなを読んだりしながら、自然

に基本的な日本語を身につけることを目的としている。どんな国籍の児童生徒

にも使用でき、まとめのページで学習の定着を図ることもできる。 
＜構成＞ 

1 か べんりな ことば        ２か あいさつ 
 ３か がっこうの せいかつ      ４か きょうしつの なか 
 ５か わたしのいえ、わたしのかぞく  ６か すき・きらい 

☆ １か～６かのまとめ 
７か わたしのいちにち        ８か おおきい・ちいさい 
９か かいもの            10 か びょうき 
☆ ７か～10 かのまとめ 

 ※資料 
  いちねんの ぎょうじ カレンダー、おおみや こうえんの ちず 
  もののなまえカード、ひらがな、カタカナ 

２は、11 の基本文型の定着をねらいとしている。 
３は、10 課で構成され、コミュニケーション能力の育成をねらいとしている。 

（評） 
 イラストを用いて、分かりやすく説明し、そのままコピーをして使えるよう

なＡ３サイズのカードや地図、ゲームなどもあり、楽しみながら学習すること

ができる。また、児童生徒の興味関心に応じて、どの課からでも学習できる。 
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（２６）中学生の日本語 
中学生の日本語 発行 兵庫県立芦屋国際中等教育学校 

レベル 初級 
サイズ・頁 Ａ４判・２９０頁 
対象 外国人生徒 
母語対応 校歌は英語訳付き 
関連教材等  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 インターネットで、ダウンロ

ードすることができる。 

（内容） 
 数少ない中学生向け教材で、登場人物はペルー人のラウル君を中心に韓国

人・中国人・ブラジル人・アメリカ人・フィリピン人・フランス人・日本人と

なっている。また、先生方も社会科担当でサッカー部顧問・数学・日本語・Ａ

ＬＴと設定され、イラストや学校生活場面、語彙も中学生向けである。漢字は

すべてふりがな付きである。 
＜構成＞ 

・校歌、登場人物、ひらがな、カタカナ、数字 
 ① あ い さ つ  ② 教 室 の 歌  ③ 物 の 名 前  ④ 学 校 の 規 則  ⑤ 時 間 割       

⑥学校の中 ⑦部活の名前 ⑧学校行事 ⑨許可をもらうなどの簡単な会話 
 １課 ぼくはラウルサントスです。 ２課 それはラウルくんのノートです。 
 ３課 ぼくは芦屋駅へ行きます。  ４課 ラウルくんは朝 6 時に起きます。 
 ５課 大阪はにぎやかです。    ６課 わたしはすしが好きです。 
 ７課 音楽室にピアノがあります。 ８課 名前を書いてください。 
 ９課 職員室に入らないでください。10 課 沖縄へ行ったことがあります。 
 11 課 ソンジュさんはテニスができます。12 課 僕は部活に行く。 
（評） 
 校則や学校行事等の違いはあるが、教材の構成や文型・語彙を参考にして、

生徒の実態に合わせて、日本語指導教材を作成していくようにしたい。 
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（２７）高校生の日本語 
高校生の日本語１２ヶ月練習帳 編集 財団 法人 エイ・エ フ・エス 日本 協会 編  

出版社 凡人社 
レベル 初級 
サイズ・頁 Ａ４判・１５７頁 
対象 留学生 
母語対応 英語 
関連教材等 指導の手引き 

 

価格 １，５００円＋税 
 
 
 

（内容） 
 異文化体験を目的として 1 年間にわたって日本の家庭に滞在しながら、高校

に通う留学生を対象としている。ホームステイ先や高校での生活に必要な語彙

や漢字を意識的に取り上げている。学習の方法としては留学生がステイ先の家

族や学校の先生や友人をはじめとする周囲の人々に聞いたり、助けてもらった

りしながら学んでいけるように工夫されている。 
＜構成＞ 
・生徒の皆さんへ  ・日本語について  ・日本語のシラバス 

三月・・・あいさつ、 ～です、こそあど、かず、じ 
四月・・・動詞、動詞て形、形容詞 
五月・・・ある／いる、Ｖ－ている、Ｖ－たい、Ｖ－てもいい 
六月・・・～たり～たりする、～まえに／～たあとで、ＮはＮが、Ｖ－ましょう、 

Ｖ－ましょうか、Ｖ－ませんか、Ｖ－にいく／Ｖにくる、～たら 
 七月・・・～んです、～に／～く／～ようになる、Ｖ－てある／Ｖている 
      できる、あげる／くれる／もらう 
 八月・・・Ｖ－てあげる／Ｖ－てくれる／てもらう、～とおもう、 

（おいし）そう、Ｖ―たことがある、～は～より 
 九月・・・Ｖ－ながら、～し、Ｖ－てみる、Ｖ－てくる／Ｖ－ていく① 
      （あめがふる）そうだ、Ｖ－だす、～ても／でも 
 十月・・・Ｖ―てしまう、～と、～ば、～たら、～なら、Ｖ－たほうがいい 
      Ｖ－かた、Ｖ－（ら）れる（受身形）、Ｖ－（ら）せる（使役形） 
 十一月・・敬語、Ｖ－てくる／Ｖ－ていく②、Ｖ－やすい／Ｖ－Ｎにくい、 
      Ｖ－ように①、Ｖ－はじめる／Ｖ－おわる／Ｖ－つづける 
      ～よう、かんじ／におい／音／味がする、～ばかり、～のに 
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 十二月・・～ために、Ｖ－ことにする／なる、Ｖ－なければならない 
      年賀状、～なくてもいい 
 一月・・・新年のあいさつ、スピーチ、～によってちがう、～ようにする 
      ～だけじゃなく～も、Ｖ－ように②、～ようにする 
 二月・・・お礼状 
（評） 
 留学生向けに作られているが、高校での生活に必要な語彙や漢字を取り上げ、

基本的な文型や表現、使い方・例文を英語で記してあるので、高校に在籍して

いる外国人生徒の日本語学習の参考になると思う。 
 
（２８）レベル別日本語多読ライブラリー にほんごよむよむ文庫 

レベル別日本語多読ライブラリーにほんごよむよむ文庫 監修 ＮＰＯ法人日本語多読研究会 
出版社 アスク出版 
レベル 初級前半～中級 
サイズ・頁 Ａ５判・各２２頁 
対象 外国人児童生徒 
母語対応  
関連教材等 ＣＤ 

 

価格 各ｖol ２，４１５円（税込） 
 
 
 

（内容） 
 昔話、小説、名作、伝記など自分のペースで、辞書を引かずに読めるよう、

レベル別に語彙や文型・表現をコントロールしている。漢字には全てふりがな

が付き、レベル３まではカタカナにもふりがながついている。 
 ４つのルール・・・①やさしいレベルから読む。②辞書を引かないで読む。 
  ③わからないところは飛ばして読む。④進まなくなったら、他の本を読む。 
＜構成＞ 
レベル１（初級前半）・・・語彙数３００、文字数４００～１５００ 

例）女の子、ハチの話、ジョンさん日本へ、浦島太郎、笑い話 
レベル２（初級後半）・・・語彙数５００、文字数１５００～２５００ 
 例）絵姿奥さん、桃太郎、クリスマスプレゼント、象のトンキー、一休さん 
レベル３（初中級）・・・・語彙数８００、文字数２５００～５０００ 
 例）小泉八雲の怖い話（むじな・幽霊滝）、注文の多い料理店、かぐや姫、 

この人だあれ、芥川龍之介短編集（蜘蛛の糸・鼻） 
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レベル４（中級）・・・・・語彙数１３００、文字数５０００～１００００ 
 例）雪女、永井隆（原爆の地長崎に生きて）、杜子春、走れメロス、野菊の墓 
（評） 
 レベルや児童生徒の興味に合わせて選び、たくさん読むことにより、語彙や

表現、漢字の読み方が覚えられる。CD は聴解学習として活用することができる。 
 
（２９）漢字がたのしくなる本 

漢字がたのしくなる本 著者 宮 下 久 夫 、 篠 崎 五 六 、 伊 東 信 夫 、 浅 川 満  
出版社 太郎次郎社エディタス 
レベル 初級（小学校３年までの漢字） 
サイズ・頁 B５判・各６４頁 
対象 小学校～大人 
母語対応  
関連教材等 ワーク 

 

価格 各１，０００円＋税 
 
 
 

（内容） 
 例えば、「解」は「角と刀と牛」、「養」は「羊と食」というように、分ければ

既習の漢字をとりだすことができ、少ない要素となる漢字を身につければ、複

雑なあわせ漢字もわかるとしている。 
＜構成＞ 
１巻（１０１の基本漢字）かんじのはじまり、かんじとおと、かんじの画、か

んじのかきじゅん、えのようにかいたかんじ１、えのようにかいたかん

じ２、うごきをあらわすかんじ、ようすをあらわすかんじ、ひらがなと

かんじ、音よみと訓よみ 
２巻（１２８字のあわせ漢字）あわせかんじ１、かんじのかけら、あわせかん 

じ２、くっつきとおくりがな 
３巻 (１５９の部首)部首って，なに？、部首の位置、人からできた部首、手か 
      らできた部首、足からできた部首、人のからだからできた部首、人のよ 
   び名からできた部首、動物のからだからできた部首、植物のかたちから 
   できた部首、自然のすがたからできた部首、道具からできた部首、家の 
   かたちからできた部首、人やものの動きからできた部首、とくに意味の 
   ない部首 
４巻（１４６の音記号）意味記号と音記号、形声文字、おなじ形がおなじ音を 
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あらわす音記号、おなじ形がちがう音をあらわす音記号、漢字の音・そ 
の特徴 

５巻（１４２の音記号）おなじ形がにている音をあらわす音記号、２ついじょ 
うの音をもっている漢字 

６巻（漢字の単語づくり）漢語のいろいろ、まえづけ・あとづけ、略語、訓読 
みの漢字と意味、漢和辞典の使い方 

（評） 
 イラストやお話などを取り入れて、基本漢字から漢字の組み立てまで、意味

を示しながら、楽しく学べるように工夫されている。 
 
（３０）授業で活躍する日本語ことば絵事典 
授業で活躍する日本語ことば絵事典 著者 江川 清監修 

出版社 偕成社 
レベル  
サイズ・頁 21×15cm・１４４頁 
対象 外国人児童生徒 

日本人児童 
母語対応  
関連教材等  

 

価格 各２，０００円＋税 
 
 

（内容） 
 日本人が培ってきたことばから、進歩し続けている科学の新しいことばまで

広い分野にわたる日本語を集成し、絵と文章で分かりやすく説明してある。 
＜構成＞ 
１巻（季節・暦・くらしのことば） ２巻（単位・数え方・色・形のことば） 
３巻（道具・乗り物・建物のことば）４巻（先端科学・コンピュータのことば） 
５巻（音楽・芸術・スポーツのことば）６巻（人の体・心・動作のことば） 
７巻 (政治・産業・社会のことば  ８巻（歴史・文化・行事のことば） 
９巻（地理・地図・環境のことば） 10 巻(理科・算数・生物のことば） 
（評） 
 国語だけでなく、算数・理科・社会科・音楽・体育などあらゆる教科にでて

くることばを説明している。授業だけでなく、読書や生活の中でも活用するこ

とができる。 
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（３１）外国人のための楽しい日本語辞典 
外国人のための楽しい日本語辞典 著者 鷹野次長 

出版社 三省堂 
レベル 初・中級 
サイズ・頁 Ａ４判・７０４頁 
対象 日本語学習者 

日本語教師 
母語対応 ベトナム語・朝鮮語・中国語 

フィリピン語・インドネシア

語・ポルトガル語・スペイン

語・英語 

 

価格 ２，４００円＋税 
（内容） 
 外国人日本語学習者が、楽しく学べる日本語辞典。「日本語能力試験」４級の

ことば７５０項目と４級と３級の漢字４００字をやさしい言葉で説明。アクセ

ントを示し、豊富な例文で読む辞典としても充実。日本の歌、童謡、漫画、言

葉遊び等楽しい学習に配慮。日本語学習者及び日本語教師の指導教材にも最適。 
＜構成＞ 
○ことば辞典 
 あ～ん 
 ことばあそび（言えるかな？、しりとり、ところかわれば、なんだろう？ 
        上から読んでも下から読んでも） 
 日本の歌  コボちゃん 
○漢字辞典 
 漢字辞典の使い方、この辞典の中の漢字、かたちでさがす 
 あ～わ 
○日本語を楽しもう 
 アクセント、あいさつ、ていねいなことば、数のことば、月と週と日の名前 
 時間をかぞえる、おと・ようす、文のかたち、品詞、かたちのちがうことば 
 の働き（活用表）、じしょ形の作り方、こそあどことば、あげる・くれる・や 
 る・もらう、漢字を書く 
（評） 
 日本語の勉強をはじめてまだあまり時間がたっていない大人向けに作られて

辞典であるが、中高生でも楽しく活用することができる。特に、辞典の使い方

や、歌やまんがを通して学ぶ日本語は指導する教師の参考になる。 
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（３２）用例付学習語彙５０００語 
用例付学習語彙５０００語 編著 

発行 
中学・高校生の日本語支援を

考える会 
レベル 中級 
サイズ・頁 B５判・２６９頁 
対象 外国人生徒（中学生・高校生） 

成人 
母語対応 スペイン語 
関連教材等 中国語（201 1 年 3 月改 訂出 版 予定 ） 

ポルトガル語 

 
 
 
 
 
 
 
 

 価格 ２，６２５円（税込） 
 

（内容） 
 初期日本語指導を終えた後の日本語を母語としない中学・高校生が教科学習

を理解するのに必要な語を選んでいる。母語がほぼ確立した、成人を含む学習

者を対象としている。日本語の新出語彙を定着させ運用できるように用例文を

日本語とスペイン語の対訳で示している。スペイン語訳文から自然な日本語の

読み書きの練習もできる。すべての用例文にふりがながついているので、自学

自習もできる。また、日本人のスペイン語学習者も７１３２文の用例文によっ

てスペイン語作文などに利用できる。スペイン語は、スペイン語圏で外国人登

録者が最も多いペルーのスペイン語訳を基本としている。 
＜構成＞ 
１列目  文番号 
２列目  学習語彙（見出し語） 
３列目  漢字表記 
４列目  品詞名など 
５列目  語彙のスペイン語訳 
６列目  日本語用例文 
７列目  スペイン語対訳 
（評） 
 日本語の意味と使い方を確認し語彙を増やしていくことにより、日本語で考

え、読解力や学力の向上が期待される。日本語学習だけでなく、母語保持にも 
活用することができる。 
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（３３）学校で役立つ学習語彙・用例集 
学校で役立つ学習語彙・用例集 編集 

 
日タイを言葉で結ぶ会 
ラックパーサータイ 

出版社 静山社 
レベル 中級 
サイズ・頁 Ａ５判・４６４頁 
対象 タイ語を母語とする児童生徒 
母語対応 タイ語 
関連教材等  

 

価格 ２，５００円＋税 
 
 

（内容） 
 日本で学ぶ、タイ語を母語とする児童生徒に向けた「学習語彙・用例集」。学

校生活や教科書（数学・理科・社会・英語）に用いられている表現を中心に、

用語・用例文を掲載。語彙数は５，０００語、用例文は７，０００を超える。

日本語には全て振り仮名を付けている。 
 （３２）「用例付学習語彙５０００語」の語彙及び例文を元に編集された。 
 ＜構成＞ 
○語彙と用例文 
 あいうえお順、ひらがな引きで、品詞付き。日本語とタイ語が上下に並んで

いる。 
 学校生活や教科書に用いられている例文があげられているので、使い方がよ

く分かる。 
○主要教科の用語 
 数学・理科・社会・英語の各教科から抽出した語彙（約１５００語）の読み 
 方、漢字またはカタカナとタイ語が左右に並んでいる。 
○社会科用語解説（公民分野） 
 政治や経済の分野から抜粋した解説を日本語とタイ語対訳で掲載している。 
（評） 
 タイ語を母語とする生徒が増えてきているが、今まで日常会話レベルの対訳

付き教材しかなく、教科学習に向けての指導が難しかった。用例文を活用し、

学習内容を理解できるようにしたい。 
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（３４）クラスメイトは外国人 
クラスメイトは外国人 編集 

 
外国につながる子どもたちの

物語編集委員会 
出版社 明石書店 
サイズ・頁 A５判・１７６頁 
対象 中学生 

高校生 
一般 

母語対応  
関連教材等  

 

価格 １，２００円＋税 
 

（内容） 
 在日韓国・朝鮮人、日系ボリビア人、ベトナムやクルドの難民、フィリピン

の移民など、日本には数多くの「外国につながる子どもたち」が暮らしている。

その子どもたちがどのように日本に住み、どのような問題と直面しているのか、

まんがを通して考える。 
＜構成＞ 
第１話・・・ディエゴの物語～海をこえてきた転校生 
第２話・・・ユへの物語～私が日本で生まれた理由 
第３話・・・ナミの物語～おばあちゃんと中国 
第４話・・・リカルドの物語～沖縄とボリビアのあいだで 
第５話・・・フォンの物語～ベトナムからの小さな船 
第６話・・・ネブローズの物語～ふるさとには帰れない 
第７話・・・武来杏の物語～やっと一緒に暮らせる 
第８話・・・カルロスの物語～ぼくたちの日本語教室 
第９話・・・ビアンカの物語～学校に行きたい 
第 10 話 ・・ジョシーの物語～日本にいさせて 
第 11 話 ・・ソフィーラの物語～お母さんと話しができない 
第 12 話 ・・アンドレの物語～高校進学の壁 
第 13 話 ・・タオの体験～外人といわないで 
第 14 話 ・・栄子の物語～震災で起こったこと 
第 15 話 ・・アリの物語～増えてるの？外国人犯罪 
第 16 話 ・・スンジャの物語～ひとさし指の自由 
第 17 話 ・・アレックスの物語～ぼくたちの進路は？ 
第 18 話 ・・美里の物語～私のほんとうの名前 
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第 19 話 ・・リリアンの体験～私の生き方 
第 20 話 ・・だいき＆こうたの物語～ジュワニと友だちになれてよかった 
（評） 

「外国につながる」とは家族のルーツや背景に日本以外の地域があることを

表している。つながる国がどこであろうが、楽しく遊んだり、学んだりできる

よう支援し、共生に向けての教育資料として活用していきたい。 
 
（３５）もののなまえ絵じてん 

もののなまえ絵じてん 編集 三省堂編集所 
出版社 三省堂 
レベル 初級 
サイズ・頁 ＡＢ判・２３２頁 
対象 日本人児童（１歳～６歳） 

外国人児童 
帰国児童 

母語対応  
関連教材等  

 

価格 ２，８００円＋税 
 

（内容） 
 ６歳までに習得するといわれる２８００語の中から、名前を表す主な言葉を

選び、加えて、生活の中で使う道具の、大人も意外に忘れがちな物の名前を表

す言葉も取り上げてある。イラストと 1 対 1 対応で物の名前を覚えることがで

きる。また、「たべもの」「いきもの」「のりもの」・・・などの分野別に分けて

あるので、知りたいものの名前がどこにあるのかが分かるようになっている。 
＜構成＞ 

１．たべもの          ２．ようふく 
  ３．いえのなか         ４．まちのなか 
  ５．のりもの          ６．いきもの 
  ７．マークとこっき 
（評） 
 絵を見ながら、物の名前を覚えることができるとともに、場面や図解の中で

も言葉を理解することができるようになっている。また、ことばへの興味が広

がるように遊びのページを設けている。 
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（３６）こどもきせつのぎょうじ絵じてん（増補新装版） 
こどもきせつのぎょうじ絵じてん 編集 三省堂編集所 

出版社 三省堂 
レベル 初級 
サイズ・頁 ＡＢ判・１８５頁 
対象 日本人児童（３歳～６歳） 

外国人児童 
帰国児童 

母語対応  
関連教材等  

 

価格 ２，５００円＋税 
 

（内容） 
月ごとの行事や記念日の由来・歴史をわかりやすく絵で説明している。 
＜構成＞ 
１がつ・・・おしょうがつ、せいじんのひ、こしょうがつ 
２がつ・・・せつぶん 
３がつ・・・ひなまつり、そつえんしき、はるやすみ 
４がつ・・・にゅうえんしき、おはなみ、はなまつり 
５がつ・・・たんごのせっく、ははのひ 
６がつ・・・ころもがえ、ちちのひ 
７がつ・・・たなばた、なつやすみ 
８がつ・・・おぼん、はなびたいかい 
９がつ・・・おつきみ、けいろうのひ 
10 がつ ・・うんどうかい 
11 がつ ・・しちごさん 
12 がつ ・・クリスマス、ふゆやすみ、おおそうじ、としこし 
（評） 
 幼稚園の子ども向けの行事もあるが、分かりやすく絵を使って説明している

ので、日本の行事を体験したことのない子どもたちにとって参考になる。 
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（３７）ちょっと難しい１０００のことば 
ちょっと難しい１０００のことば 著者 福田 尚弘 

出版社 アーバン出版局 
レベル  
サイズ・頁 B５判・２０８頁 
対象 小学校中学年～ 
母語対応  
関連教材等 ザ・パズル、レベル２挑戦編 

 

価格 １８００円＋税 
 
 
 

（内容） 
 児童の学力は、小学校中学年までの言語環境に大きく左右される。特に語句

の習得状況は、国語力だけでなく思考力そのものに大きな影響を及ぼすと考え

られている。語彙は通常、日常生活の中で自然に蓄積されていくが、早い段階

から能動的に拡大する必要がある。 
＜構成＞ 
 小学校中学年の児童の多くが「少し難しい」と感じる語句、「使いにくい」と

感じる語句を１０００選んでいる。漢字にはルビがついているので、低学年か

らの使用も可能である。選択問題で、まずはウォームアップを行い、「短文作り」

で知識の定着を図ることにより、無理なく能動的に学習を進めることが出来る。 
（評） 
 日常生活で使うことば限られてしまい、なかなか語彙が増えないことが多い。 
１０才までに覚えておきたいことばの使い方を知り、短文作りをしていくこと

により、考える力も高まっていくと思う。 
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（３８）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 
JSL 中学高校生のための教科につなげつ学習語彙・漢字ドリル 編集 樋口万喜子 

著者 中学・高校 生の 日本 語 支援 を考 える 会  
発行 ココ出版 
レベル  
サイズ・頁 B５判・２４１頁 
対象 外国人生徒 
母語対応 中国語 
関連教材等  

 

価格 １，６００円＋税 
 
 

（内容） 
 日本の中学や高校に編入学する日本語を母語としない生徒のために作成され

た「用例付学習語彙５０００語」を底本とした練習帳で、教科学習に必要な日

本語の語彙・漢字を学習する教材。日常生活や学校生活に必要な語彙と教科学

習の理解に必要な語彙は重複しないものが多く、また言語運用面にも違いがあ

る。 
＜構成＞ 
語彙チェック 
漢字の読み方テスト 
日本語の文法―――格助詞と後置詞の意味・用法 
教科書の重要ポイント 
 英語・国語・数学・理科・社会   
コラム  
漢字クイズ 
（評） 
 学習者の母語である中国語の学習語彙の理解を手がかりにした、日本語語彙

の学習と、漢字圏学習者の弱点になりやすい漢字の日本語読みを中心としたド

リルが用意されている。生徒の将来を見据えた教科学習の支援に活用できる。 
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（３９）ドラえもんのどこでも日本語 
ドラえもんのどこでも日本語 著者 當 作 靖 彦 、 藤 子 F ・ 不 二 雄 、 稲 原 教 子 、  

マ ッ キ ャ グ 五 藤 ゆ か り 、 ヴ ァ ー ジ ル 藤 本 典 子  
発行 小学館 
レベル 中級 
サイズ・頁 B５判・１９２頁 
対象 外国人生徒～成人 
母語対応  
関連教材等  

 

価格 ２０００円＋税 
 
 

（内容） 
 日本語を学ぶ外国語話者のための中級レベルの日本語教材で、世界的に人気

の高い「ドラえもん」をキャラクターとして使っている。日本語と日本文化を

丁寧に解説している。アメリカにおける日本語教育の第一人者たちによる日本

語学習教材である。それぞれのレッスンは漫画で始まる。日本語学習者のため

に書かれた身近なエピソードの中で、ドラえもんが出してくれる楽しい「ひみ

つどうぐ」、あちこちに挿入されている漫画の１コマ、のび太やドラえもんが出

てくる面白いアクティビティー、ユーモアのある練習問題などが楽しくしてく

れる。 
＜構成＞ 
第１章 ついに成田到着！・・・空港・乗車券・宅配便・申込用紙 
第２章 日本の家・・・LDK・住宅・間取り 
第３章 地震？台風？大変だ～！・・・温暖化・四季・天気予報・防災 
第４章 学園祭・クラブ活動・・・委員会・学園祭・活動・奉仕 
第５章 年末年始・・・祭日・年始・年中行事・年末 
第６章 病気と健康・・・症状・診察・退院・入院 
第７章 生活・・・花粉症・桜前線・資源ごみ・春一番 
第８章 メディアとテクノロジー・・・アナウンサー・放送・報道番組 
第９章 将来・・・アルバイト・求人広告・面接・履歴書 
第 10 章 旅行・・・温泉・お土産・国内旅行・日本地図 
（評） 
 バラエティーに富んだたくさんのアクティビティーがあり、特に語彙は、多

くのアクティビティーを繰り返し行うことによって自然に身につくように工夫

されている。 
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（４０）ＤＶＤで学ぶ日本語 エリンが挑戦 にほんごできます。 
エリンが挑戦 にほんごできます。

Vol.１ 
著者 国際交流基金 

発行 凡人社 
レベル  
サイズ・頁 B５判・２２０頁、DVD1 枚 
対象 外国人生徒 
母語対応 英語・韓国 語・中 国 語・ポ ルト ガル 語  
関連教材等 Vol ２、vol ３ 

 

価格 ２，４００円＋税 
 
 
 

（内容） 
 主人公エリンが日本の高校に留学し、日本語を使って様々なことに挑戦して

いくスキットを中心にした DVD 教材。「語学学習」と「異文化・多文化理解」

という２つの柱があり、多様な学習者がそれぞれの興味や関心に合わせて使用

できるよう、素材提供型の映像教材になっている。独習用としてはもちろん、

授業の活性化にも活用できる。 
＜構成＞ 
第１課 はじめてのあいさつ ー教室― 
第２課 おねがいする ―学校― 
第３課 ものをさす －家― 
第４課 場所をきく －コンビニー 
第５課 時間を言う －塾― 
第６課 ねだんをきく －バスー 
第７課 しゅみを話す －友だちのへやー 
第８課 注文する －ファーストフードー 
（評） 
 DVD で場面ごとの言葉の使い方が分かり、音声も繰り返し練習することがで

きる。留学生が日本での生活に必要な場面が多く取り上げられている。 
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（４１）すてきなひらがな 
すてきなひらがな 著者 五味 太郎 

発行 講談社インターナショナル 
レベル 初級 
サイズ・頁 201×228mm・１０８頁 
対象 帰国・外国人児童生徒 
母語対応 英語 
関連教材等  

 

価格 １８００円＋税 
 
 
 

（内容） 
 ユニークな手法で「ひらがな」を描いている。５０音＋濁音＋小さい「っ」「ゃ」 
「ゅ」「ょ」まですべてをカバーし、簡単な英単語も学ぶことができる。自由な

発想と卓越したデザインワークで子どもも大人も楽しめる。 
＜ステキナ カタカナ＞       ＜素敵な漢字＞ 

201×228mm １０８頁      201×228mm １０７頁 
 
 
 
 
 
 
 

ある言語が外来した歴史的、地域的    自由な発想とユニークな手法で 
事情などに思いをはせ、「外来語」を表   描く漢字９７種について、音読み 
記するための文字としての「カタカナ」  訓読み、書き順、熟語の使用例も 
を楽しい絵、ローマ字、英語とそのカタ  あわせて解説している。英単語も 
カナ発音とともに収めている。      併記している。 
（評） 
 ひらがなを覚えるためでなく、そのひらがなにまつわる単語を、形状や素材

まで同時に連想させ、想像力を引き出すことができる。英単語が載っているの

で、英語圏からの子どもには親しみやすい。 
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（４２）医学と教育との連携で生まれたグレーゾーンの子どもに対応した作文ワーク 
グ レ ー ゾ ー ン の 子 ど も に 対 応 し た 作 文 ワ ー ク  監修 横山浩之 

編集 大森 修 
発行 明治図書出版 
レベル 初級 
サイズ・頁 25.6×18cm・１７６頁 
対象 グレーゾーンの児童生徒 
関連教材等 中級・上級 

算数ワーク 

 

価格 ２，７９３円 
 
 

（内容） 
 医療と教育の連携で生れた ADHD、LD グレーゾーンの子どもに対応した作

文ワーク。作文の苦手な子どもにも対応している。 
＜構成＞ 
 ひらがな「っ」「ゃ」「ゅ」「ょ」 
 のばす音（おおきい、こおりのなかま） 
 かなづかい 
 かたちのにているカタカナ 
 かたちのにているひらがな 
 なかまのことば 
 しゅごとじゅつご「～は何だ」 
 しゅごとじゅつご「～はどうする」など 
（評） 
 スモールステップで分かりやすいワークになっている。障害を持った外国人

児童生徒だけでなく、日本語が不十分な児童生徒のワークとしても使うことが

できる。 
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（４３）１００枚プリント 第１集～第１１集 
１ ０ ０ 枚 プ リ ン ト  第 １ 集  あ ん ご う を と こ う 製作・発行 葛西ことばのテーブル 

レベル  
サイズ・頁 B５、A４・１００頁 

言語障害（幼児～成人） 対象 
学習障害（幼児から就学児童） 

母語対応  
関連教材等 言語訓練カード 

 

価格 １，０５０～１，２６０ 
 
 
 

＜構成＞ 
 第 １集・・・あんごうをとこう 
 第 ２集・・・おはなし読解ワーク：初級編 
 第 ３集・・・ひらがな読解ワーク 
 第 ４集・・・おはなし読解ワーク：中級編 
 第 ５集・・・会話練習ワーク 
 第 ６集・・・さくぶんれんしゅうワーク 
 第 ７集・・・おはなし読解ワーク：上級編 
 第 ８集・・・ことばのクロスワード 
 第 ９集・・・連語練習ワーク 
 第 10 集・・・活用練習ワーク 
 第 11 集・・・つばさくんのにっき 
（内容） 
 第１集は，「あんごうひょう」から意味のある単語を書き出すプリントで、100
問で構成されている。難易度別の読解問題集、ゲーム的なことばのパズル集、

文章作成練習、会話練習など、文字表記能力やコミュニケーション能力の向上

を目的としたワークがある。 
[言語訓練カード] 

子どものことばの学習の基本となる、「日常生活語彙」「基礎構文」「漢字」「ひ

らがな」が各集でカード化されている。それぞれのカードを用いた学習方法に

ついても解説されている。第１集～第４集まで発行されている。  
（評） 
 言語障害や学習障害を持った人向けに作られているが、日本語の文型に慣れ

ていない外国人児童生徒の練習問題としても使うことができる。 
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（４４）こどもにほんご宝島 
こどもにほんご宝島 監修 春原憲一郎・谷啓子 

著者 池上摩希子・尾関史 
谷啓子・矢崎満夫 

発行 アスク出版 
レベル 初級 
サイズ・頁 B５判・104 頁 別冊 36 頁 
対象 外国人児童生徒 
母語対応  
関連教材等 にほんご宝船 

～いっしょに作る活動集～ 

 

価格 税込 １７３３円 
 

（内容） 
 子どもにとって身近な、興味・関心のあるトピック、学校・先生・友だちと

繋がり合うトピック、３３をそろえている。また、話す素材を用意することで、

周囲と関わるきっかけ・機会をつくることができる。「話したい」「聞きたい」「や

ってみたい」を引き出すイラスト・写真・ゲームがふんだんに入れてあり、楽

しく学習することが出来る。別冊「支援者のための使い方のヒント」には、準

備しておくといいもの/こと、活動のヒント、発展活動のいろいろがあり、教室

活動をふくらませることができる。 
＜構成＞ 
１．ぼくの・わたしのこと、いっぱい！ 
２．学校って楽しい！ 
３．いっしょに遊ぼう！  
４．こんなとき、どうする？ 
５．町にあるある、こんなもの 
６．いっしょに調べてみよう！ 
７．イメージ・イメージ・・・ 
８．知りたいな、いろんな国のこと 
（評） 
 日本語学習に楽しく取り組めるよう、工夫されている。地域の日本語教室で

支援するボランティアの参考になる。 
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（４５）小学校学習漢字１００６字がすべ読める漢字童話 
小 学 校 学 習 漢 字 １ ０ ０ ６ 字 が す べ て 読 め る 漢 字 童 話  著者 井上 憲雄 

発行 本の泉社 
レベル  
サイズ・頁 A５判・２０４頁 
対象 小学生 
母語対応  
関連教材等 ドリル 

（1,2,3 年生用，4,5,6 年生用） 

 

価格 税込１０５０円 
 
 
 

（内容） 
 学年で学習することになっている漢字がすべて１つの童話の中で使われてい

る。欄外にその新出漢字の読み方があるので、まだ習っていない 4 月の段階か

ら読み取ることができ、何度も読んでいるうちに、その学年の漢字をすべて覚

えることができる。 
＜構成＞ 
１年生の漢字 ８０字  ダバラン王 
２年生の漢字１６０字  ぽん太と海の町 
３年生の漢字２００字  悪魔の島 
４年生の漢字２００字  地球を救え 
５年生の漢字１８５字  ミステリーランド 
６年生の漢字１８１字  パラレルワールド 
（評） 
 １つの童話で学年の漢字が全部読めるようになるというアイディアは、今ま

でにはなかった発想である。漢字習得のための童話という観点で読ませるとよ

い。 
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（４６）中学校学習漢字９３９字がすべて読める漢字童話 
中 学 校 学 習 漢 字 ９ ３ ９ 字 が す べ て 読 め る 漢 字 童 話  著者 井上憲雄 

発行 本の泉社 
レベル  
サイズ・頁 A５判・１２８頁 
対象 中学生 
母語対応  
関連教材等  

 

価格 １，０００円＋税 
 
 
 

（内容） 
 中学校で学習する９３９字を使った童話。政治・経済・社会をはじめ、広い

視野からの語彙が必要な中学生に、童話を通して漢字学習ができる。また、今

日的なテーマへの問題意識を喚起し、漢字と語彙の運用力を伸ばす。 
＜構成＞ 
第一話・・・願い 
第二話・・・決断 
（評） 
 小学生向けと同様に、漢字習得のための童話という観点で読ませるとよい。 
 
（４７）世界と地球の困った現実 

世界と地球の困った現実 著者 みなみ ななみ 
出版社 明石書店 
レベル  
サイズ・頁 B５判・１１２頁 
対象 小学校中学年～ 
母語対応  
関連教材等  

 

価格 税込 １，２６０円 
 
 
 

（内容） 



－  1-62 －  

 学校教育の中で、「総合的な学習の時間」がとり入れられ、国際理解、平和、

人権、環境などの学習が進められている。また、食料の自給率が４０％にも満

たないといったごく身近な問題を通して、家庭においても世界と共に生きるこ

との大切さを考えなくてはならない時代にきているといえる。この本は「自分

だけが良ければいい」とするのではなく、世界で「共生」することのできる人

を育てるために、子どもたちと共に話し合い、共生するための行動を始めるき

っかけとなる。特徴として、①まんが形式をとっている、②提示されている内

容は現地での経験を基礎にしている、③総括的な内容であるの３つである。 
＜構成＞ 
１ 世界には食べ物が足りないの？ 
２ ぼく食べる人、でも作る人はたいへん！ 
３ なぜ貧しくなったの？ 
４ 食べ放題のぼくたち 
５ ぼくたちの生活と地球の環境 
６ 水が少ないとどうなるの？ 
７ 子だくさんの理由 
８ 学校に行けてよかった 
（評） 
 貧困や飢餓、環境問題などの現状を漫画で分かりやすく説明している。現地

の人たちとの対話形式で彼等の生活感を感じとることもできる。 
 
（４８）中国と出会おう（国際理解ハンドブック） 

中国と出会おう 著者 納村公子 
出版社 国土社 
レベル  
サイズ・頁 B５判・９５頁 
対象 児童生徒 
母語対応 中国語 
関連教材等  

 

価格 税込 １，６８０円 
 
 
 

（内容） 
 日本と中国はともに漢字を使ったり、箸を使って食事をしたりと、欧米に比

べ共通する点がたくさんある。ことば、食べ物、思わずやってみたくなる子ど
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もの遊び、日本との関わりの解説を通して、出会いと理解を広げる。 
＜構成＞ 
○大きく分けて「話す」「作る・遊び」「読む」「知る」という４つのテーマで構

成されている。 
・話そう歌おう    ・作ろう遊ぼう    ・作って食べよう 
・物語を読んでみよう ・中国理解のために 

＜韓 国・ 朝鮮 と 出会 おう ＞    ＜フ ィリ ピ ンと 出会 おう ＞    ＜ ブラ ジル と 出会 おう ＞  
 B５ 判、 １， ６８ ０ 円      B５ 判 、１ ，６ ８０ 円     B５ 判、 １， ６ ８０ 円  

 
 
 
 
 
 
 

つくって食べよう     作って食べよう    お祭りを楽しもう 
つくって遊ぼう      作って遊ぼう      作って食べよう 
歌おう踊ろう       みんなで遊ぼう    歌おう遊ぼう 
ハングルで遊ぼう     話そう歌おう     ポルトガル語で遊ぼう 
昔話にふれよう      フィリピンを学ぼう  ブラジルってどんな国 

（評） 
 作ったり、遊んだりしながら、中国の文化を体験できる手引書で、中国を身

近に感じることができるよう、工夫されている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



－  1-64 －  

（４９）にほんご これだけ！ 
にほんご これだけ！ 監修 庵 功雄 

発行 ココ出版 
レベル 初級 
サイズ・頁 Ｂ５判・頁 
対象 外国人生徒～成人 
母語対応 英語，中国語，韓国・朝鮮語 

ポルトガル語，ローマ字 
関連教材等  

 

価格 １，０００円＋税 
 
 

（内容） 
 精選した３３の基本文型（文型１２＋助詞２１）と単語で構成されている。 

「これだけしたじき」や動画サイトもある。 
＜構成＞ 
１．おなかがすきました        10．わたしのうち  
２．わたしのプロフィール       11．なんばいのむことができますか？ 
３．わたしのいちにち         12．わたしのたいせつなひと 
４．まちのじょほういろいろ      13．てれびばんぐみ 
５．りょこうをしました        14．それ、いいですね！ 
６．わたしのいちねん／いっしょう   15．かいもの 
７．おかねがあったら         16．びっくりしました！ 
８．すきがいっぱい          17．わたしのへや 
９．げんきですか？ 
（評） 
 ゼロ初級の外国人参加者がおしゃべりを楽しみながら、基本文型を身に付け

ることができる。日本人参加者もやさしい日本語が使えるようになる。 
 


