
児童生徒向け教材_非売品

NO 書籍番号 教材名 　　著者 内容 入手方法 訳語 資料形態 図書 カセット CD ビデオ 備考

1 42062 NEW　HORIZON　3 大阪市外国人教育研究協議会 英語 コピー 中国語 図書 1

2 42069 NEW　HORIZON　3年生 子どもLAMP 英語 中国語 図書 1

3 42070 NEW　HORIZON　3年生 子どもLAMP 英語 スペイン語 図書 1

4 42024 ウッキーのにほんごBOX スリーエーネットワーク 表記 インターネット 日本語 図書 1 「ウッキーのにほんごBOX]で検索

5 42139 英語ワーク～1年生～ 大阪市帰国した子どもの教育センター校中学校部会 英語 日本語 図書 1

6 42140 英語ワーク～2年生～ 大阪市帰国した子どもの教育センター校中学校部会 英語 日本語 図書 1

7 42141 英語ワーク～3年生～ 大阪市帰国した子どもの教育センター校中学校部会 英語 日本語 図書 1

8 42114 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 算数 日本語 図書 1

9 42116 外国人児童のためのさんすう文章題（１～３年生） 愛知教育大学日本語教育講座 教科編 日本語 図書 1

10 42115 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教育講座 算数 日本語 図書 1

11 42130 外国につながる子どもがホッとする授業づくり、日本生まれの外国につながる子どもたち かながわ国際交流財団 日本語 日本語 図書 2

12 42067 外国にルーツをもつ子どもたちへ　将来へ続く道 （財）言語教育振興財団 ガイド 日本語 図書 1

13 42145 外国につながる子供・保護者とかかわる時のヒント （公財）京都府国際センター ガイド 郵送 日本語 図書 1

14 42066 外国をルーツとする子どもと保護者のための高校進学ガイドブック～2005年度　静岡県版～ 浜松NPOネットワークセンター ガイド 日本語 図書 1

15 42085 掛け算マスター・日本語クリアー　指導者用 東京外国語大学　多言語・多文化教育研究センター 算数 郵送 日本語・ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語 図書 1 在日ブラジル人児童のための算数教材

16 42086 掛け算マスター・日本語クリアー　指導者用 東京外国語大学　多言語・多文化教育研究センター 算数 郵送 日本語・ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語 図書 1 在日ブラジル人児童のための算数教材

17 42124 教員必携　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 ガイド 日本語 図書 1

18 42125 教員必携　続　外国に繋がる子どもの教育　進路調査・帰国調査報告 宇都宮大学HANDSプロジェクト ガイド 日本語 図書 1

19 42056 公民 中国帰国者定着促進センター 社会 コピー 中国語 図書 1

20 42053 社会科の基礎（下） 中国帰国者定着促進センター 社会 コピー 中国語 図書 1

21 42052 社会科の基礎（上） 中国帰国者定着促進センター 社会 コピー 中国語 図書 1

22 42065 就学ガイドブック（ヴェトナム語） 文部科学省 ガイド ヴェトナム語 図書 1

23 42065 就学ガイドブック（英語） 文部科学省 ガイド 英語 図書 1 禁帯出

24 42065 就学ガイドブック（韓国・朝鮮語） 文部科学省 ガイド 韓国・朝鮮語 図書 1 禁帯出

25 42065 就学ガイドブック（スペイン語） 文部科学省 ガイド スペイン語 図書 1

26 42065 就学ガイドブック（中国語） 文部科学省 ガイド 中国語 図書 1 文科省より送付(同省サイトよりダウンロード可)、禁帯出

27 42065 就学ガイドブック（フィリピノ語） 文部科学省 ガイド フィリピノ語 図書 1 禁帯出

28 42065 就学ガイドブック（ポルトガル語） 文部科学省 ガイド ポルトガル語 図書 1 禁帯出

29 42025 小学校の算数 川崎市総合教育センター 算数 インターネット 日本語 図書 1 川崎市総合教育センターのHPある　

30 42026 小学校の算数 川崎市総合教育センター 算数 インターネット 中国語 図書 1 いは「同声同気」のHP（子ども支援者）

31 42027 小学校の算数 川崎市総合教育センター 算数 インターネット 韓国語 図書 1 （日本語版と対訳版を併用）

32 42028 小学校の算数 川崎市総合教育センター 算数 インターネット ポルトガル語 図書 1

33 42029 小学校の算数 川崎市総合教育センター 算数 インターネット スペイン語 図書 1

34 42030 小学校の算数 川崎市総合教育センター 算数 インターネット タガログ語 図書 1

35 42031 小学校の算数 川崎市総合教育センター 算数 インターネット 英語 図書 1

36 42068 小学校の社会　3・4年/5年/6年 日本文教出版社 社会 コピー ポルトガル語 図書 1

37 42058 初中　理科　中日文対訳（第一部分） 大阪市外国人教育研究協議会 理科 コピー 中国語 図書 1

38 42059 初中　理科　中日文対訳（第二部分） 大阪市外国人教育研究協議会 理科 コピー 中国語 図書 1

39 42072 新版　いっしょにまなぼう　みえこさんのにほんご ㈶三重県国際交流財団 日本語 郵送 日本語 図書 1 「みえこさんのにほんご」で検索

40 42080 だいすきにほんご 滋賀県教育委員会 日本語 日本語 図書 1 PDFデータCD付

41 42153 多言語電子絵本文庫Ｖ．２ 多言語絵本の会RAINBOW 多言語 郵送 多言語 DVD 1 寄贈

42 42154 多言語電子絵本文庫Ｖ．３ 多言語絵本の会RAINBOW 多言語 郵送 多言語 CD 1 寄贈

43 42075 足し算・引き算・日本語クリアー　日本人指導者用 東京外国語大学　多言語・多文化教育研究センター 算数 郵送 日本語・フィリピノ語 図書 1 在日フィリピン人児童のための算数教材

44 42002 たのしいがっこう 東京都教育委員会 日本語 コピー アラビア語・ミャンマー語 図書 1

45 42003 たのしいがっこう 東京都教育委員会 日本語 コピー 英語 図書 1

46 42004 たのしいがっこう 東京都教育委員会 日本語 コピー 韓国語・朝鮮語 図書 1

47 42007 たのしいがっこう 東京都教育委員会 日本語 コピー 中国語 図書 1

48 42008 たのしいがっこう 東京都教育委員会 日本語 コピー フィリピン語 図書 1
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49 42009 たのしいがっこう 東京都教育委員会 日本語 コピー フランス語・ラオス語 図書 1

50 42010 たのしいがっこう 東京都教育委員会 日本語 コピー ベトナム語 図書 1 禁帯出

51 42011 たのしいがっこう 東京都教育委員会 日本語 コピー ペルシャ語 図書 1 禁帯出

52 42012 たのしいがっこう 東京都教育委員会 日本語 コピー ポルトガル語 図書 1

53 42013 たのしいがっこう 東京都教育委員会 日本語 コピー モンゴル語 図書 1

54 42014 たのしいがっこう 東京都教育委員会 日本語 コピー ルーマニア語 図書 1

55 42118 たのしいがっこう 東京都教育委員会 日本語 コピー シンハラ語 図書 1

56 42119 たのしいがっこう 東京都教育委員会 日本語 コピー トルコ語 図書 1

57 42120 たのしいがっこう 東京都教育委員会 日本語 コピー インドネシア語 図書 1

58 42121 たのしいがっこう 東京都教育委員会 日本語 コピー ヒンディー語 図書 1

59 42122 たのしいがっこう 東京都教育委員会 日本語 コピー ベンガル語 図書 1

60 42123 たのしいがっこう 東京都教育委員会 日本語 コピー ネパール語 図書 1

61 42015 たのしいがっこう 東京都教育委員会 日本語 コピー ロシア語 図書 1 禁帯出

62 42147 たのしいがっこう 東京都教育委員会 日本語 コピー タイ語 図書 1

63 42155 たのしいがっこう 東京都教育委員会 日本語 コピー ウルドゥー語 図書 1

64 42156 たのしいがっこう 東京都教育委員会 日本語 コピー スペイン語 図書 1

65 42090 楽しい学校　(英語）　教科編　～教科書によく出てくる漢字や言葉～ 神奈川県大和市教育委員会 教科編 郵送 英語 図書 1

66 42105 楽しい学校　(カンボジア語）　教科編　～教科書によく出てくる漢字や言葉～ 神奈川県大和市教育委員会 教科編 郵送 カンボジア語 図書 1

67 42102 楽しい学校　(タガログ語）　教科編　～教科書によく出てくる漢字や言葉～ 神奈川県大和市教育委員会 教科編 郵送 タガログ語 図書 1

68 42093 楽しい学校　(中国語）　教科編　～教科書によく出てくる漢字や言葉～ 神奈川県大和市教育委員会 教科編 郵送 中国語 図書 1

69 42099 楽しい学校　(ハングル）　教科編　～教科書によく出てくる漢字や言葉～ 神奈川県大和市教育委員会 教科編 郵送 ハングル 図書 1

70 42108 楽しい学校　(ベトナム語）　教科編　～教科書によく出てくる漢字や言葉～ 神奈川県大和市教育委員会 教科編 郵送 ベトナム語 図書 1

71 42096 楽しい学校　(ポルトガル語）　教科編　～教科書によく出てくる漢字や言葉～ 神奈川県大和市教育委員会 教科編 郵送 ポルトガル語 図書 1

72 42092 楽しい学校（英語）～外国人児童生徒保護者のための手引き～ 神奈川県大和市教育委員会 日本語 郵送 英語 図書 1

73 42091 楽しい学校（英語）～はじめてのにほんご～ 神奈川県大和市教育委員会 日本語 郵送 英語 図書 1

74 42106 楽しい学校（カンボジア語）～はじめてのにほんご～ 神奈川県大和市教育委員会 教科編 郵送 カンボジア語 図書 1

75 42107 楽しい学校（カンボジア語）～外国人児童生徒保護者のための手引き～ 神奈川県大和市教育委員会 教科編 郵送 カンボジア語 図書 1

76 42113 楽しい学校（スペイン語）～外国人児童生徒保護者のための手引き～ 神奈川県大和市教育委員会 教科編 郵送 スペイン語 図書 1

77 42112 楽しい学校（スペイン語）～はじめてのにほんご～ 神奈川県大和市教育委員会 教科編 郵送 スペイン語 図書 1

78 42111 楽しい学校（スペイン語）教科編～教科書によく出てくる漢字や言葉～ 神奈川県大和市教育委員会 教科編 郵送 スペイン語 図書 1

79 42103 楽しい学校（タガログ語）～はじめてのにほんご～ 神奈川県大和市教育委員会 教科編 郵送 タガログ語 図書 1

80 42104 楽しい学校（タガログ語）～外国人児童生徒保護者のための手引き～ 神奈川県大和市教育委員会 教科編 郵送 タガログ語 図書 1

81 42095 楽しい学校（中国語）～外国人児童生徒保護者のための手引き～ 神奈川県大和市教育委員会 教科編 郵送 中国語 図書 1

82 42094 楽しい学校（中国語）～はじめてのにほんご～ 神奈川県大和市教育委員会 教科編 郵送 中国語 図書 1

83 42100 楽しい学校（ハングル）～はじめてのにほんご～ 神奈川県大和市教育委員会 教科編 郵送 ハングル 図書 1

84 42101 楽しい学校（ハングル）～外国人児童生徒保護者のための手引き～ 神奈川県大和市教育委員会 教科編 郵送 ハングル 図書 1

85 42109 楽しい学校（ベトナム語）～はじめてのにほんご～ 神奈川県大和市教育委員会 教科編 郵送 ベトナム語 図書 1

86 42110 楽しい学校（ベトナム語）～外国人児童生徒保護者のための手引き～ 神奈川県大和市教育委員会 教科編 郵送 ベトナム語 図書 1

87 42097 楽しい学校（ポルトガル語）～はじめてのにほんご～ 神奈川県大和市教育委員会 教科編 郵送 ポルトガル語 図書 1

88 42098 楽しい学校（ポルトガル語）～外国人児童生徒保護者のための手引き～ 神奈川県大和市教育委員会 教科編 郵送 ポルトガル語 図書 1

89 42131 多文化子育てガイドブック　日本語でつたえるコツ 大阪ボランティア協会 日本語 日本語 図書 1

90 42077 地域日本語教育支援事業《教材作成》報告書　平成19年度 新潟市外国人児童生徒用通信教材作成実行委員会 ガイド 日本語 図書 1

91 42063 中学　英文法の参考 中国帰国者定着促進センター 英語 コピー 中国語 図書 1

92 42126 中学教科単語帳 宇都宮大学HANDSプロジェクト 数学・英語・地理・理科 日本語・スペイン語 図書 1

93 42146 中学教科単語帳 宇都宮大学HANDSプロジェクト 数学・英語・地理・理科 日本語・ポルトガル語 図書 1

94 42117 中学教科単語張　別冊 宇都宮大学HANDSプロジェクト 数学・理科 日本語 図書 1

95 42135 中学教科単語張　別冊 宇都宮大学HANDSプロジェクト 数学・理科 日本語 図書 1

96 42133 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 数学・英語・地理・理科 日本語・タイ語 図書 1
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97 42132 中学教科単語帳（日本語⇔中国語） 宇都宮大学HANDSプロジェクト 数学・英語・地理・理科 日本語・中国語 図書 1

98 42134 中学教科単語帳（日本語⇔フィリピノ語） 宇都宮大学HANDSプロジェクト 数学・英語・地理・理科 日本語・フィリピノ語 図書 1

99 42136 中学教科単語帳（日本語⇔ベトナム語） 宇都宮大学HANDSプロジェクト 数学・英語・地理・理科 日本語・ベトナム語 図書 1

100 42032 中学校一年　数学　（啓林館） 大阪市外国人教育研究協議会 数学 コピー 中国語 図書 1

101 42074 中学校の英語　翻訳教科書（中国語版） 子どもLAMP 英語 日本語、中国語 図書 1

102 42151 中学数学学習用語集（中国語版） 多文化共生センター東京 数学 日本語、英語 図書 1

103 42150 中学数学学習用語集（中国語版） 多文化共生センター東京 数学 日本語、中国語 図書 1

104 42152 中学理科学習用語集（日本語⇔中国語、英語） 多文化共生センター東京 理科 日本語、中国語、英語 図書 1 寄贈

105 42051 地理・歴史・政治・経済重点名詞集 大阪市外国人教育研究協議会 社会 コピー 中国語 図書 1

106 42078 手をつなごう！-全員参加の教材づくりをめざして‐ 文化庁地域日本語教育支援事業 日本語 日本語 図書 1

107 42079 手をつなごう！-全員参加の教材づくりをめざして‐　別冊付録 文化庁地域日本語教育支援事業 日本語 日本語 図書 1

108 42033 中１　数学 豊橋教育委員会 数学 インターネット ポルトガル語 図書 1 「豊橋市教育委員会　外国人児童生徒教育資料」で検索

109 42142 渡日生のための理科1年生 大阪市帰国した子どもの教育センター校 理科 日本語 図書 1

110 42143 渡日生のための理科2年生 大阪市帰国した子どもの教育センター校 理科 日本語 図書 1

111 42144 渡日生のための理科3年生 大阪市帰国した子どもの教育センター校 理科 日本語 図書 1

112 42149 虹のつばさ　外国人の子ども・サポートの会　文集2018年 外国人の子ども・サポートの会 文集 日本語 図書 1 寄贈

113 42138 にほんごえほん　あいちゃん 仙台国際日本語学校 日本語 郵送 日本語 図書 1

114 42016 日本語を母語としない就学期の児童のための日本語教材　みる　あそぶ　にほんご 山梨県南アルプス市 日本語
ニホンゴ

郵送 ポルトガル語・英語・スペイン語 図書 1

115 42054 日本的歴史 中国帰国者定着促進センター 社会 コピー 中国語 図書 1

116 42035 日本のあゆみと世界 大阪市教育委員会 社会 コピー 日本語 図書 1 日本語版と対訳版を併用

117 42036 日本のあゆみと世界 大阪市教育委員会 社会 コピー 中国語 図書 1

118 42037 日本のあゆみと世界 大阪市教育委員会 社会 コピー 韓国・朝鮮語 図書 1

119 42038 日本のあゆみと世界 大阪市教育委員会 社会 コピー ポルトガル語 図書 1

120 42039 日本のあゆみと世界 大阪市教育委員会 社会 コピー スペイン語 図書 1

121 42040 日本のあゆみと世界 大阪市教育委員会 社会 コピー タイ語 図書 1

122 42041 日本のあゆみと世界 大阪市教育委員会 社会 コピー フィリピン語 図書 1

123 42042 日本のあゆみと世界 大阪市教育委員会 社会 コピー 英語 図書 1

124 42043 日本の地理と産業 大阪市教育委員会 社会 コピー 日本語 図書 1 日本語版と対訳版を併用

125 42044 日本の地理と産業 大阪市教育委員会 社会 コピー 中国語 図書 1

126 42045 日本の地理と産業 大阪市教育委員会 社会 コピー 韓国・朝鮮語 図書 1

127 42046 日本の地理と産業 大阪市教育委員会 社会 コピー ポルトガル語 図書 1

128 42047 日本の地理と産業 大阪市教育委員会 社会 コピー スペイン語 図書 1

129 42048 日本の地理と産業 大阪市教育委員会 社会 コピー タイ語 図書 1

130 42049 日本の地理と産業 大阪市教育委員会 社会 コピー フィリピン語 図書 1

131 42050 日本の地理と産業 大阪市教育委員会 社会 コピー 英語 図書 1

132 42128 日本の童話 全日本社会貢献団体機構 日本語 郵送 ポルトガル語 図書 1

133 42129 日本の童話 全日本社会貢献団体機構 日本語 郵送 ポルトガル語 図書 1

134 42055 日本歴史　注訳日本概況 中国帰国者定着促進センター 社会 コピー 中国語 図書 1

135 42017 はじめちゃんとまりちゃんのにほんごきょうしつ１ 大宮市立教育研究所 日本語 インターネット 日本語 図書 1 「同声同気」のHP（子ども支援者）

136 42018 はじめちゃんとまりちゃんのにほんごきょうしつ２ 大宮市立教育研究所 日本語 インターネット 日本語 図書 1

137 42019 はじめちゃんとまりちゃんのにほんごきょうしつ３ 大宮市立教育研究所 日本語 インターネット 日本語 図書 1

138 42082 福山ならではの日本語テキスト　平成19年度 NPO地域生活支援センターほんわか日本語テキスト編集委員会 ガイド 中国語 図書 1

139 42087 プロジェクト・アギラ　在日フィリピン人児童のための漢字教材 東京外国語大学　多言語・多文化教育研究センター 漢字 タガログ語 図書 1

140 42088 プロジェクト・コンドル　南米スペイン語圏出身の児童のための漢字教材 東京外国語大学　多言語・多文化教育研究センター 漢字 スペイン語 図書 1

141 42089 プロジェクト・トゥカーノ　在日ブラジル人児童のための漢字教材 東京外国語大学　多言語・多文化教育研究センター 漢字 ポルトガル語 図書 1

142 42020 みえこさんの　にほんご 三重県国際交流財団 日本語 インターネット 日本語 図書 1 「みえこさんのにほんご」で検索

143 42021 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 日本語 郵送 日本語 図書 1

144 42061 みんなの教材 大阪市外国人教育研究協議会 英語 コピー 中国語 図書 1
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児童生徒向け教材_非売品

NO 書籍番号 教材名 　　著者 内容 入手方法 訳語 資料形態 図書 カセット CD ビデオ 備考

145 42148 ようこそ横浜の学校へ　学校通知文・用語通訳集 横浜市教育委員会 学校通知文 コピー ７言語 図書 1

146 42023 用例付　学習語彙5000語　日中対訳（試用版） 中学・高校生の日本語支援を考える会 日本語 郵送 日中対訳 図書 1

147 42064 来日外国人生徒用教科書テキスト（英語） 四日市市立　橋北中学校 英語 インターネット ポルトガル語 図書 1 「同声同気」のHP（子ども支援者）

148 42057 来日外国人生徒用教科書テキスト（社会） 四日市市立　橋北中学校 社会 インターネット ポルトガル語 図書 1 「同声同気」のHP（子ども支援者）

149 42034 来日外国人生徒用教科書テキスト（数学） 四日市市立　橋北中学校 数学 インターネット ポルトガル語 図書 1 「同声同気」のHP（子ども支援者）

150 42060 来日外国人生徒用教科書テキスト（理科） 四日市市立　橋北中学校 理科 インターネット ポルトガル語 図書 1 「同声同気」のHP（子ども支援者）

151 42071 留学生家族支援ガイドブック　日本の小学校 SIRA ガイド 日本語 図書 1

152 42076 割り算マスター・日本語クリアー　指導者用 東京外国語大学　多言語・多文化教育研究センター 算数 郵送 日本語・ポルトガル語 図書 1 在日ブラジル人児童のための算数教材

153 42083 割り算マスター・日本語クリアー　指導者用 東京外国語大学　多言語・多文化教育研究センター 算数 郵送 日本語・ポルトガル語 図書 1 在日ブラジル人児童のための算数教材

154 42084 割り算マスター・日本語クリアー　指導者用 東京外国語大学　多言語・多文化教育研究センター 算数 郵送 日本語・ポルトガル語 図書 1 在日ブラジル人児童のための算数教材

155 42127 中学教科単語張　別冊 宇都宮大学HANDSプロジェクト 科学 日本語 図書 1

156 42137 中学教科単語張　別冊　（日本語⇔ベトナム語） 宇都宮大学HANDSプロジェクト 数学・理科 日本語 図書 1

合計 156 小計 155 0 2 0 156

資料形態 図書 カセット CD ビデオ 合計　　
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