
■　子どもの日本語指導テキスト＜漢字・教科指導用＞

図書・資料名 著者・編集者 内容

外国人児童のための社会科教材ワークシート集 愛知教育大学
日本語を学ぶ児童のための社会科の単元に対応し
たワークシートです。

外国人児童のための社会科教材ワークシートと防
災学習用地図教材の開発

愛知教育大学
日本語を学ぶ児童のための社会科の単元(6年生）
に対応したワークシートです。

算国理社すぐつかプリントNo.1 波多野ファミリスクール
〈非売品〉学習言語の習得に配慮されたプリントで
す。

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

地球っ子クラブ2000
親子参加型で、体験を軸にした意味のある言葉の
獲得を目指した活動例集です。

中学校国語教科書・翻訳資料集（東京書籍版） NPO法人子どもLAMP
【ポルトガル語】【スペイン語】中学1年～3年までの
教科書の翻訳（一部）が載っています。

初期指導から教科指導へ算数文章題のキーワード
を教える－知立東小学校における実践報告－

愛知教育大学 実践指導案と練習問題例が載っています。

外国人児童のためのさんすう文章題(4～6年生） 愛知教育大学 日本語学習児童向けの算数の問題集です。

平成19年度地域日本語教育支援事業《教材作成》
新潟市外国人児童生徒用通信教育教材作成事項
委員会

5教科の教材例集が載っています。数学の証明問
題の中国語訳もあります。

小学校「JSL国語科」の授業作り 佐藤郡衛
文部科学省の「学校教育におけるJSLカリキュラム
の開発について」対応

小学校「JSL社会科」の授業作り 佐藤郡衛
文部科学省の「学校教育におけるJSLカリキュラム
の開発について」対応



小学校「JSL理科」の授業作り 佐藤郡衛
文部科学省の「学校教育におけるJSLカリキュラム
の開発について」対応

小学校「JSL算数科」の授業作り 佐藤郡衛
文部科学省の「学校教育におけるJSLカリキュラム
の開発について」対応

小学校JSLカリキュラム「解説」 佐藤郡衛・齋藤ひろみ・高木光太郎
文部科学省の「学校教育におけるJSLカリキュラム
の開発について」対応

外国人児童生徒のための日本語指導　第1分冊
カリキュラム・ガイドラインと評価

東京外国語大学留学生日本語教育センター
カリキュラム・ガイドラインと評価についての具体的
な指導案や教材、評価テストが掲載。

外国人児童生徒のための日本語指導　第2分冊
算数(数学）・理科の教科書－語彙と漢字

東京外国語大学留学生日本語教育センター
算数(数学）・理科で必要な語彙と漢字の指導につ
いて

外国人児童生徒のための日本語指導　第3分冊
中国語版　文法説明

東京外国語大学留学生日本語教育センター 日本語と中国語での文法解説

外国人児童生徒のための日本語指導　第4分冊
ポルトガル語版　文法解説

東京外国語大学留学生日本語教育センター 日本語とポルトガル語での文法解説

掛け算マスター・日本語クリアー(指導者用）
http://www.tufs.ac.jp/common/mlmc/kyouzai/brazi
l/sansuu/kakezan.html

東京外国語大学多言語・多文化教育研究センター
【ポルトガル語】在日ブラジル人児童のための算数
教材。テキストはダウンロードできます。他の言語
が母語の子どもにも使えます。

割り算マスター・日本語クリアー(指導者用） 
http://www.tufs.ac.jp/common/mlmc/kyouzai/
brazil/sansuu/warizan.html

東京外国語大学多言語・多文化教育研究センター
在日ブラジル人児童のための算数教材。テキストは
ダウンロードできます。他の言語が母語の子どもに
も使えます。

続教科書を作ろう　れんしゅう編 国際交流基金
中等教育向け初級日本語素材集。N4を目指す学
習者向けです。

続教科書を作ろう　せつめい編 国際交流基金
中等教育向け初級日本語素材集。N4を目指す学
習者向けです。

http://www.tufs.ac.jp/common/mlmc/kyouzai/brazil/sansuu/kakezan.html
http://www.tufs.ac.jp/common/mlmc/kyouzai/brazil/sansuu/warizan.html


日本語学級３　足し算・引き算　日本語クリアー 波多野ファミリスクール　大蔵守久
日本語学習児童のための足し算・引き算教材です。
タガログ語、英語、スペイン語、ポルトガル語版をそ
れぞれダウンロードできます。

在日フィリピン人児童のための漢字教材
アン　カンジ　アイ　カイビーガン
http://www.tufs.ac.jp/blog/ts/g/cemmer/social_02.
html

東京外国語大学多言語・多文化教育研究センター
【英語】【タガログ語】小学1年生の漢字80文字。日
本語とタガログ語、英語での指示がついている。カ
ラー版をダウンロードすることもできる。

南米スペイン語圏出身児童のための漢字教材
ミ　アミーゴ　カンジ
http://www.tufs.ac.jp/blog/ts/g/cemmer/social_02.
html

東京外国語大学多言語・多文化教育研究センター
【スペイン語】小学1年生の漢字80文字。日本語とス
ペイン語での指示がついている。カラー版をダウン
ロードすることもできる。

在日ブラジル人児童のための漢字教材
メウ　アミーゴ　カンジ
http://www.tufs.ac.jp/blog/ts/g/cemmer/social_02.
html

東京外国語大学多言語・多文化教育研究センター
【ポルトガル語】小学1年生の漢字82文字。日本語と
ポルトガル語での指示がついている。カラー版をダ
ウンロードすることもできる。

中学英語文法の参考(複写） 中国帰国者定住促進センター

【中国語】中国人民教育出版社『初級中学課本英
語』第1～6（1984年5月発行）の文法説明部分を抜
粋し、一部改訂を加え、例文の中国語訳に日本語
訳をつけたもの。

中学公民(複写） 中国帰国者定住促進センター 【中国語】日中対訳がついています。

日本歴史(複写） 中国帰国者定住促進センター
【中国語】中国で出版された『日漢対訳　日本歴史・
注釈日本概説叢書』を編集し、中国語訳をつけたも
の。

日本的歴史(複写） 中国帰国者定住促進センター 【中国語】中後の歴史資料集。

社会科の基礎　上/下(複写） 中国帰国者定住促進センター
【中国語】章ごとに中国語による解説。日本語の説
明部分には重要語句の中国語訳、日本語による練
習問題が載っている。

幇你学数学
中学校一年数学(啓林館）日中対訳集(複写）

大阪市外国人教育研究協議会
（大阪市教育委員会）

【中国語】中学1年の数学教科書の対訳

http://www.tufs.ac.jp/blog/ts/g/cemmer/social_02.html
http://www.tufs.ac.jp/blog/ts/g/cemmer/social_02.html
http://www.tufs.ac.jp/blog/ts/g/cemmer/social_02.html


地理・歴史・政治・経済　重点名詞集(複写)
大阪市外国人教育研究協議会
（大阪市教育委員会）

【中国語】中学社会の重要語彙の日中対訳集。

幇你学理科　初中理科中日文対訳(第1部分)
(複写）

大阪市外国人教育研究協議会
（大阪市教育委員会）

【中国語】中学理科の教科書の対訳

幇你学理科　初中理科中日文対訳(第2部分)
(複写）

大阪市外国人教育研究協議会
（大阪市教育委員会）

【中国語】中学理科の教科書の対訳

幇你学英語　初中英漢日詞展(複写）
大阪市外国人教育研究協議会
（大阪市教育委員会）

【中国語】中学英語の語彙の日中対訳

幇你学英語　NEW HORIZON3(複写）
大阪市外国人教育研究協議会
（大阪市教育委員会）

【中国語】中学英語の教科書の対訳

中1数学　ポルトガル語 豊橋市教育委員会 【ポルトガル語】中1数学の対訳教科書

東京書籍『NEW　HORIZON　3年生』（複写） 子どもLAMP 【中国語】【スペイン語】中3英語の教科書の対訳

日本の地理と産業(複写） 大阪市教育委員会
【中国語】【韓国・朝鮮語】【ポルトガル語】【スペイン
語】【フィリピノ語】【英語】【タイ語】社会科学習対訳
補助教材

来日外国人生徒用教科書テキスト(数学）(複写） 四日市市立橋北中学校
【ポルトガル語】中学生の数学の語彙の訳語があ
る。

来日外国人生徒用教科書テキスト(英語）(複写） 四日市市立橋北中学校
【ポルトガル語】英語、ポルトガル語、日本語の対
訳。

来日外国人生徒用教科書テキスト(理科）(複写） 四日市市立橋北中学校
【ポルトガル語】中学生の理科の語彙の訳語があ
る。



来日外国人生徒用教科書テキスト(社会）(複写） 四日市市立橋北中学校
【ポルトガル語】中学生の社会の語彙の訳語があ
る。

小学校の算数(複写)
（※文部科学省のかすたねっとから入手可。
検索カテゴリー：教科指導、学習者、小学校、算数、
神奈川県）

川崎市総合教育センター
【日本語】【中国語】【英語】【韓国語】【タガログ語】
【ポルトガル語】【スペイン語】各言語で小学校の算
数の問題(文章題含む）があります。

日本のあゆみと世界(複写） 大阪市教育委員会
【中国語】【韓国・朝鮮語】【ポルトガル語】【スペイン
語】【フィリピノ語】【英語】【タイ語】社会科学習対訳
補助教材

外国人児童のためのさんすう教材（１～３年）
図形を学ぼう

愛知教育大学 小学１年～３年の図形の問題集

外国人児童のための算数教材
らくらく算数２上/下

愛知教育大学 小学２年生の算数問題集。

外国人児童のための算数教材
らくらく算数３上/下

愛知教育大学 小学３年生の算数問題集。

外国人児童のための算数教材
らくらく算数４上/下

愛知教育大学 小学４年生の算数問題集。

さんすうドリル　2年上 新学社 日本人の子ども向けの算数ドリル

さんすうドリル　5年上 新学社 日本人の子ども向けの算数ドリル

さんすうドリル　6年上 新学社 日本人の子ども向けの算数ドリル

小学生のための会話練習ワーク 森篤嗣・牛頭哲宏　ココ出版
ロールプレイでコミュニケーション力を高める教材
（日本人の子ども向け）



外国人の子どものための日本語
絵でわかるかんたんかんじ80

武蔵野市帰国・外国人教育相談室教材開発グルー
プ　ｽﾘｴｰﾈｯﾄﾜｰｸ

こども用漢字テキスト

外国人の子どものための日本語
絵でわかるかんたんかんじ160

武蔵野市帰国・外国人教育相談室教材開発グルー
プ　ｽﾘｴｰﾈｯﾄﾜｰｸ

こども用漢字テキスト

DVDで学ぶ日本語
エリンが挑戦！にほんごできます。Vol.1

国際交流基金　凡人社
高校生の留学生が日本語を学ぶ設定で、ＤＶＤを見
ながら自習もできます。

DVDで学ぶ日本語
エリンが挑戦！にほんごできます。Vol.2

国際交流基金　凡人社
高校生の留学生が日本語を学ぶ設定で、ＤＶＤを見
ながら自習もできます。

外国人の子どものための日本語
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
スリーエーネットワーク

活動を通して日本語を習得するためのテキスト

外国人児童・生徒を教えるためのリライト教材 光元聰江・岡本淑明　ふくろう出版
リライト教材の説明とリライトされた国語の例が載っ
ています。

やさしいかん字 ＫＵＭＯＮ
幼児用教材。1年生の配当漢字の中から身近で分
かりやすい漢字30字の練習帳。

漢字のおけいこ ＫＵＭＯＮ 1年生で習う常用漢字80字の練習帳。

小単元観点別形成プリント
学習の整理　国語　　　４年１学期

新学社 小学生のテスト問題集

小単元観点別形成プリント
学習の整理　国語　　　５年１学期

新学社 小学生のテスト問題集

あかねこ　漢字スキル
みんな漢字チャンピオン　６年１

あすとろ出版 小学生のテスト問題集



あかねこ　計算スキル
みんな計算チャンピオン　６年１

あすとろ出版 小学生のテスト問題集

小単元観点別形成プリント
学習の整理　さんすう　１年１学期

新学社 小学生のテスト問題集

小単元観点別形成プリント
学習の整理　算数　　　４年１学期

新学社 小学生のテスト問題集

小単元観点別形成プリント
学習の整理　算数　　　５年１学期

新学社 小学生のテスト問題集

かんじ　だいすき(一） 国際日本語普及協会 日本語を学ぶ子どものための漢字教材

かんじ　だいすき（二） 国際日本語普及協会 日本語を学ぶ子どものための漢字教材

かんじ　だいすき（三） 国際日本語普及協会 日本語を学ぶ子どものための漢字教材

かんじ　だいすき（四） 国際日本語普及協会 日本語を学ぶ子どものための漢字教材

かんじ　だいすき（五） 国際日本語普及協会 日本語を学ぶ子どものための漢字教材

かんじ　だいすき（六） 国際日本語普及協会 日本語を学ぶ子どものための漢字教材

かんじ だいすき ～国語･算数編～ 国際日本語普及協会
日本語を学ぶ子どものための漢字教材。中学での
学習に備えるために。



かんじ　だいすき～社会・理科編～ 国際日本語普及協会
日本語を学ぶ子どものための漢字教材。中学での
学習に備えるために。

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
作文ワーク初級

明治図書出版
特別支援の教材ですが、日本語を学ぶ子どもの作
文指導に使えます。

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
作文ワーク中級

明治図書出版
特別支援の教材ですが、日本語を学ぶ子どもの作
文指導に使えます。

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
上級編〈2〉中学生向き

明治図書出版
特別支援の教材ですが、日本語を学ぶ子どもの作
文指導に使えます。

教員必携　外国につながる子どもの教育 宇都宮大学　HANDSプロジェクト

教員必携　続　外国につながる子どもの教育 宇都宮大学　HANDSプロジェクト

教員必携　続　外国につながる子どもの教育
Q&A・翻訳資料

宇都宮大学　HANDSプロジェクト

教師用指導資料
日本語理解が不十分な外国人児童生徒のために

兵庫県教育委員会

平成２０年度　在外教育施設における指導実践記
録　第三十一集

東京学芸大学交際教育センター

在住外国人のための教育ガイダンス 会津若松市国際交流協会

多文化共生の教育とまちづくり 財団法人アジア・太平洋人権情報センター

モット！となりの席は外国人 ぶんか社

にほんごっ子　５　特集　日本語のデザイン 博報財団

にほんごっ子　７　特集　日本語の景色 博報財団



日本の中の外国人学校 明石書店

入国児童のための日本語教育 スリーエーネットワーク

バイリンガル教育と第二言語習得 大修館書店

バイリンガル教育の方法
１２歳までに親と教師ができること

アルク

発達障害チェックシートできました 生活書院

文化間移動をする子どもたちの学び
教育コミュニティの創造に向けて

ひつじ書房

平成１７年度　村山広域在住外国人等
こども日本語習得支援事業報告書

留学生家族支援ガイドブック　日本の小学校 仙台国際交流協会

イラスト版　気持ちが伝わる言葉の使い方 合同出版

イラスト版こころのコミュニケーション
子どもとマスターする49の話の聞き方・伝え方

合同出版

外国人の子どものための日本語
こどものにほんご１

スリーエーネットワーク

外国人の子どものための日本語
こどものにほんご２

スリーエーネットワーク

外国人の子どものための日本語
児童生徒のためのわいわい日本語活動集

スリーエーネットワーク

学校（上）Ⅰ　第１課～第３課　CD （公財）中国残留孤児援護基金

学校（上）Ⅱ　語彙／表現　CD （公財）中国残留孤児援護基金

学校（下）Ⅰ　第４課～第７課　CD （公財）中国残留孤児援護基金

学校（下）Ⅱ　語彙／表現　CD （公財）中国残留孤児援護基金



学校生活　にほんごワークブック 凡人社

こどもにほんご宝島 アスク出版

JAPANESE　FOR　YOUNG　PEOPLE
Ⅰ　Student Book

（社）国際日本語普及協会

JAPANESE　FOR　YOUNG　PEOPLE
Ⅰ　Kana Workbook

（社）国際日本語普及協会

JAPANESE　FOR　YOUNG　PEOPLE
Ⅱ　Student Book

（社）国際日本語普及協会

JAPANESE　FOR　YOUNG　PEOPLE　はなすⅢ AJALT

新・日本の生活とことばー４　学校（上） （公財）中国残留孤児援護基金

新・日本の生活とことばー４　学校（下） （公財）中国残留孤児援護基金

続　教科書を作ろう　説明編 国際交流基金

続　教科書を作ろう　れんしゅう編 国際交流基金

ドラえもんのどこでも日本語 小学館

ひろこさんのたのしいにほんご　１ 凡人社

ひろこさんのたのしいにほんご　１
教師用指導書

凡人社

ひろこさんのたのしいにほんご　１
ひらがな・かたかな・かんじれんしゅうちょう

凡人社

ひろこさんのたのしいにほんご　１
ぶんけいれんしゅうちょう

凡人社

ひろこさんのたのしいにほんご　２ 凡人社

ひろこさんのたのしいにほんご　２
かんじ・ぶんけいれんしゅうちょう

凡人社



ひろこさんのたのしいにほんご　２　教師用指導書 凡人社

みる　あそぶ　にほんご！ 山梨県南アルプス市

みんなで奏でよう　ことばのトライアングル 愛知教育大学

もじ・ことばー１０　４・５・６歳　やさしいかん字 くもん出版

もじ・ことばー１１　５・６・７歳　漢字おけいこ くもん出版

あいさつ・ことば　学習カード

絵とタスクで学ぶにほんご　カセットテープ 凡人社

外国人の子どものための日本語
こどものにほんご１　絵カード

スリーエーネットワーク

外国人の子どものための日本語
こどものにほんご２　絵カード

スリーエーネットワーク

カタカナカード くもん出版

かんじ　だいすき　（一）　漢字カード　絵カード （社）国際日本語普及協会

かんじ　だいすき　（二）　漢字カード　絵カード （社）国際日本語普及協会

かんじ　だいすき　（三）　漢字カード　絵カード （社）国際日本語普及協会

かんじ　だいすき　（四）　漢字カード　絵カード （社）国際日本語普及協会

かんじ　だいすき　（五）　漢字カード　絵カード （社）国際日本語普及協会

かんじ　だいすき　（六）　漢字カード　絵カード （社）国際日本語普及協会

ことわざ大判かるた 永岡書店



実用ビジネス日本語－成功への１０章－
カセットテープ

アルク

新日本語の基礎Ⅱ　カセットテープ スリーエーネットワーク

すぐに使える「レアリア・生教材」アイデア帖
CD-ROMブック

スリーエーネットワーク

知育カード　なにしてる？

日本語Ⅰ　カセットテープ 国際学友会日本語学校

日本語事始　日語自学入門　カセットテープ

日本語中級J５０１　－中級から上級へー　CD スリーエーネットワーク

日本語の教え方　スーパーキット３
“にほんごの時間”　一式

アルク

ひらがなカード くもん出版

ひらがなトランプ

みんなの日本語　初級Ⅰ携帯用絵教材 スリーエーネットワーク

みんなの日本語　初級Ⅱ携帯用絵教材 スリーエーネットワーク

ｙｏｕｒ　ｗｏｒlｄ　　CLASS CD    BeLL Works 子どもの未来社

幼児から　ぶんカード１集 くもん出版

幼児から　ぶんカード２集 くもん出版

レクリエーションゲームカード （財）日本レクリエーション協会

わくわく文法リスニング９９　カセットテープ



外国人児童のためのさんすう文章題（４～６年生） 愛知教育大学出版会

外国人児童のための算数マルチメディア教材 愛知教育大学

外国人児童のための社会化教材ワークシートと防災愛知教育大学

外国人児童のための社会化教材ワークシート集 愛知教育大学

けいさんの力だめし
単元別に計算の力がたしかめられる　２年上

新学社

計算の力だめし
単元別に計算の力がたしかめられる　５年上

新学社

計算の力だめし
単元別に計算の力がたしかめられる　６年上

新学社

算国理社　すぐつかプリント　№１ スリーエーネットワーク

算数あそび ファックス資料集　小学校1・2年生 改訂版民衆社

算数あそび ファックス資料集　小学校3・4年生 改訂版民衆社

算数あそび ファックス資料集　小学校5・6年生 改訂版民衆社

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　中国語版

中学・高校生の日本語支援を考える会

社会化の基礎（地理）（日中対訳） 中国帰国孤児定着促進センター

小学生の漢字早おぼえ字典 学研

小学生のまんが漢字辞典 学研

初期指導から教科学習へ
算数文章題のキーワードを教える

愛知教育大学

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

ココ出版



すいすいできる　計算する力、考える力がつく
さんすうドリル２年上

新学社

すいすいできる　計算する力、考える力がつく
算数ドリル　　　５年上

新学社

すいすいできる　計算する力、考える力がつく
算数ドリル　　　６年上

新学社

中１数学　ーポルトガル語ー 豊橋市教育委員会

中学　英語文法の参考　－中国語訳ー 中国帰国者定着促進センター

中学教科単語帳 宇都宮大学　HANDSプロジェクト

中学教科単語帳（日本語⇔スペイン語） 宇都宮大学　HANDSプロジェクト

中学教科単語帳（日本語⇔タイ語） 宇都宮大学　HANDSプロジェクト

中学教科単語帳　別冊

中学公民歴史（日中対訳）、歴史資料（中国語） 「外国人の子ども・サポートの会」

中学校一年数学　日中対訳集 大阪市外国人教育研究協議会

中学校学習指導要領 文部省

地理・歴史・政治・経済重点名詞集

東京書籍『NEW　HORIZON　３年生』
－中国語・スペイン語訳ー

子どもLAMP

ドラえもんの社会科おもしろ攻略
日本の歴史がわかる　１　縄文時代～室町時代

小学館

日本語学級３　足し算・引き算　日本語クリアー 凡人社

NEW　HORIZON　３　ー中国語訳ー 大阪市外国人教育研究協議会



はじめての学習かん字じてん 小学館

満点学習まんが　日本の歴史 学習研究者

用例付　学習語彙５０００語　日中対訳 中学高校生の日本語を考える会

用例付　学習語彙５０００語　日・ポルトガル語対訳 中学・高校生の日本語支援を考える会


	４

