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外国人介護人材を対象とした看護・介護に関する教材

　本リストは、看護と介護の日本語教育研究会教材開発分科会が集めたデータをもとに作成しました。

　公開された教材全てを網羅しているものではありませんが、定期的に修正し、みなさまと情報共有をしていきたいと考えています。

　

書籍（書店等で購入可能なもの）

看護／介護 教材名 出版／公開年 出版社、URL等 著者、開発者 対象者、対象技能等 その他

看護／介護 専門日本語入門　場面から学ぶ看護／介護の日本語 2010 凡人社 AOTS ＥＰＡ介護福祉士候補者、本冊、教師用手引き

看護／介護 外国人のための漢語・介護用語集　日本語でケアナビ 2009 凡人社 国際交流基金関西国際センター 外国人介護看護スタッフ

看護／介護 心と身体の言葉の日中英対照―介護・看護従事者のために― 2012 日中言語文化出版社 吉永尚 外国人介護看護スタッフ

看護／介護 介護・看護の日中英対訳用語集―「ずきずき」「はっと」は中国語・英語でどう言う― 2019 和泉書院 吉永尚・廣部久美子 外国人介護看護スタッフ

看護／介護 外国人看護・介護人材とサスティナビリティ—持続可能な移民社会と言語政策 2018 くろしお出版 宮崎里司・西郡仁朗・神村初美・野村愛 介護・看護の日本語教育を志す人/日本語教師/外国人介護看護スタッフ

看護／介護 介護と看護の日本語教育実践―現場の窓から 2020 ミネルヴァ書房 神村初美（編） 介護・看護の日本語教育を志す人/日本語教師/外国人介護看護スタッフ

介護 介護のにほんご1年生　現場でさいしょに使うことば・表現 2019 アスク出版 加藤真美子・奥村恵子・生出亜希 介護用語

介護 はじめて学ぶ介護の日本語	基本のことば 2017 スリーエーネットワーク 三橋麻子他 介護用語

介護 はじめて学ぶ介護の日本語	基本の知識 2019 スリーエーネットワーク 三橋麻子・丸山真貴子 介護用語

介護 外国人介護職への日本語教育法	ワセダバンドスケール(介護版)を用いた教え方 2017 日経メディカル開発 宮崎里司他

介護 5か国語でわかる介護用語集 2018 ミネルヴァ書房 遠藤織枝・是枝祥子・三枝令子編著 介護用語

介護 やさしく言いかえよう　介護のことば 2015 三省堂 遠藤織枝・三枝令子 介護用語

介護 介護スタッフのための声かけ表現集 2011 JALアカデミー 岡部麻美子・向井あけみ・鎮目怜子 介護用語

介護 シャドーイングで学ぶ介護の日本語　場面別声かけ表現集 2018 凡人社 田辺淳子 介護用語

介護 外国人のための介護のにほんご　100時間 2018～ TOPランゲージ TOPランゲージ 介護用語
英語・ベトナム語・インドネシア語版
本冊と単語集

介護 介護現場で役立つ本～介護記録（読み書き）～ 2014 公益社団法人　横浜市福祉事業経営者会 田中奈緒・斉木美紀 介護職に就く（就いている）定住外国人用読み書き教材

介護 やさしい日本語とイラストでわかる介護のしごと 2015 日本医療企画 堀永乃 介護職員初任者研修　学習者向け

介護 やさしい日本語とイラストで学ぶみんなの介護 2019 日本医療企画 堀永乃

介護 外国人の介護国試合格ＢＯＯＫ 2017 テコム出版 初貝幸江監修・田村敦子著

介護 外国人のための介護福祉士国家試験対策　新カリキュラムⅠ～Ⅲ 2017 国際厚生事業団 国際交流&日本語支援Y ＥＰＡ介護福祉士候補者

介護 介護の言葉と漢字ワークブック　言葉の使い方ドリル 2016 国際厚生事業団 国際交流&日本語支援Y ＥＰＡ介護福祉士候補者

介護 看護・介護の言葉と漢字ワークブックやさしい漢字とカタカナ語 2016 国際厚生事業団 国際交流&日本語支援Y ＥＰＡ介護福祉士候補者

介護 介護の言葉と漢字ハンドブック 2009 国際厚生事業団 国際交流&日本語支援Y ＥＰＡ介護福祉士候補者
英語、ベトナム語、インドネシア語、スぺイン語、ポルトガル語

介護 介護の言葉と漢字ワークブック　 2015 国際厚生事業団 国際交流&日本語支援Y ＥＰＡ介護福祉士候補者

介護 介護の言葉と漢字ワークブック　毎日の漢字テスト 2015～ 国際厚生事業団 国際交流&日本語支援Y
ＥＰＡ介護福祉士候補者
英語、ベトナム語、インドネシア語

介護 介護の言葉と漢字　国家試験対策　ウォーミングアップ　 2016 国際厚生事業団 国際交流&日本語支援Y
ＥＰＡ介護福祉士候補者
英語/インドネシア語、英語/ベトナム語

介護 始めよう　外国人のための介護福祉士国家試験対策 2018 国際厚生事業団 国際交流&日本語支援Y ＥＰＡ介護福祉士候補者、改訂版

介護 外国人のための会話で学ぼう!介護の日本語 2017 中央法規出版 国際交流&日本語支援Y

介護 外国人のための	やさしく学べる介護のことば 2017 中央法規出版 甘利庸子、高橋絵美 介護職員初任者研修

介護 外国人のための	やさしく学べる介護の知識・技術 2017 中央法規出版 甘利庸子 介護職員初任者研修

介護 介護・看護の漢字とことば 2017～ 三修社 アークアカデミー 	N3レベル、N4レベル

介護 外国人介護士のための声かけとコミュニケーションの日本語Vol.1 2019 三修社 アークアカデミー 外国人介護スタッフ

介護 介護の日本語 2005 日本フィリピンボランティア協会 日本フィリピンボランティア協会、ミンダ
ナオ国際大学

介護 日本で介護の仕事に就く人のための介護のコレコレ確認張－ミャンマー・ビルマ語の介護単語辞書－ 2016 一般財団法人外国人介護サービス協会 デザインエッグ 介護職に就く（就いている）ミャンマー語話者

介護 利用者の思いにこたえる　介護のことばづかい 2019 大修館書店 遠藤織枝・三枝令子・神村初美著 介護職に就く（就いている）人

介護 介護入門テキスト ー 日本介護職業能力育成機構 介護職に就く（就いている）人

介護 介護基本テキスト ー 日本介護職業能力育成機構 介護職に就く（就いている）人

介護 介護用語ドリル ー 日本介護職業能力育成機構 ベトナム語、英語、ミャンマー語、中国語対応、クメール語

介護 外国人にもわかりやすい　イラストだから2時間で学べる　日本の介護 2019 星雲社 田原憲和

介護 外国人技能実習生のための介護講習導入テキスト 2019 中央法規出版 シルバーサービス振興会 技能実習生

書籍（一般の出版流通網にのっていないもの）

看護 やさしい解説付き看護師国家試験対策テキスト 自主作成テキスト 岩田一成・小原寿美ほか，やさしい解説付
き看護師国家試験対策テキスト制作チーム

・N3レベル以上の外国人が看護師国家試験対策の基礎として必修問題の勉
強をするためのテキスト
	・日本語教師が看護師国家試験対策支援をするためのテキスト

無料（頒布可：
現在はPDF版）

看護 看護師国家試験準備練習問題 グループ四次元ポケット グループ四次元ポケット ＥＰＡ看護師候補者 非売品

看護 学習ガイド別冊チェックポイント正文リスト ＪＩＣＷＥＬＳ ＪＩＣＷＥＬＳ ＥＰＡ看護師候補者 非売品

看護 日本の医療現場をテーマとした読解教材 自主作成テキスト 加藤敬子（金沢大学大学院博士課程） ＥＰＡ看護師候補者 非売品



介護 「介護技能実習生用テキスト　日本でがんばります！！」 NPO法人メンターネット 山根智恵山陽学園大学教授　他3名 技能実習生介護、介護現場の会話、語彙
英語、インドネシア語、中国語、ベトナム語版

1部1,000円で頒
布可

介護 耳と目でおぼえる介護の漢字　ワークシート 2014 公立大学法人首都大学東京	健康福祉学部 神村初美・三橋麻子 介護職に就く（就いている）非漢字圏の外国人 非売品

介護 耳と目でおぼえる介護の漢字　インドネシア語版（CD付き） 2014 公立大学法人首都大学東京	健康福祉学部 神村初美・三橋麻子・藤本かおる・梅村弥
生・焦宗艶・今村圭介・林香淑・石坂真央
(監修)西郡仁朗

介護職に就く（就いている）非漢字圏の外国人 非売品

介護 耳と目でおぼえる介護の漢字　英語版（CD付き） 2014 公立大学法人首都大学東京	健康福祉学部 神村初美・三橋麻子・藤本かおる・梅村弥
生・焦宗艶・今村圭介・林香淑・石坂真央
(監修)西郡仁朗

介護職に就く（就いている）非漢字圏の外国人 非売品

介護 EPA来日者のための介護福祉士国家試験対策の専門日本語Ⅰ 2014 公立大学法人首都大学東京	健康福祉学部 神村初美・三橋麻子 EPA介護福祉士候補者 非売品

介護 EPA来日者のための介護福祉士国家試験対策の専門日本語Ⅱ 2015 首都大学東京健康福祉学部 神村初美・小平めぐみ EPA介護福祉士候補者 非売品

介護 介護のための日本語 2009 公益財団法人　浜松国際交流協会 公益財団法人　浜松国際交流協会 介護場面の語彙、会話、事例問題、日本の介護制度
語彙リスト：英語、ポルトガル語、スペイン語

1部1,000円で頒
布可

ウェブサイト

看護 医療・看護・福祉と方言 http://hougen-i.com/ 今村かほる他 各方言での体の部位の表現 無料

看護 EPA看護師候補者用国家試験必修語彙学習システム http://oustd.jp/kangoshi/ 大谷晋也他 ＥＰＡ看護師候補者 無料

介護 介護の漢字サポーター http://kaigo-kanji.com/ 中川健司他 介護福祉士国家試験受験者対象、介護用語、漢字 無料

介護 介護のことばサーチ http://kaigo-kotoba.com/ 中川健司他 介護福祉士国家試験受験者対象、介護用語 無料

介護 かいごのご！ http://kaigonogo.com/ 中川健司他 介護福祉士国家試験受験者対象、介護用語 有料サービス


