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7
いつかどこかで
11
一歩進んだ日本語文法の教え方1
212
いっぽにほんごさんぽ
暮らしのにほんご教室 初級1
10
いっぽにほんごさんぽ 暮らしのにほんご
教室 初級2
10
「移動する子どもたち」のことばの教育を
創造する
242
「移動する子ども」という記憶と力 235
異文化間教育とは何か
235
異文化共有論
237
異文化コミュニケーション・キーワード
240
異文化コミュニケーション研究法
240
異文化コミュニケーションに学ぶグロー
バルマインド
236

日本語学習者用教科書 3～141
8

異文化コミュニケーション・入門
240
異文化コミュニケーション能力を問う
235
異文化コミュニケーション・
ハンドブック
240
異文化トレーニング [改訂版]
235
異文化理解とコミュニケーション
235
異文化理解入門
235
いま！ 日本語ボランティア
231
今さら訊けない… 第二言語習得再入門
221
移民時代の言語教育
242
イラストでわかる日本語表現 中級
52
イラスト満載！ 日本語教師のための活動
アイディアブック
201
いろは
3
伊和中辞典〈第2版〉
169
岩波国語辞典（第七版 新版）
174
岩波 日本語使い方考え方辞典
177
いわゆる日本語助詞の研究
214
インタビューで学ぶ日本語
67

え
英語圏版 マンガ「坊っちゃん」
映像で学ぶビジネススタイル
映像で学ぶビジネス日本語
英文 基礎漢字
英文 間違えやすい日本語語法
江副式ひらがな・カタカナ練習帳
絵で教える日本語
絵で導入・絵で練習
絵でマスター にほんご基本文型85
絵で学ぶコミュニケーション
絵でわかるかんたんかんじ
絵でわかる日本語使い分け辞典1000
江戸いろはかるた／京いろはかるた
絵とタスクで学ぶにほんご
エリンが挑戦！にほんごできます。
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25
150
151
94
55
93
158
202
20
158
48
178
156
20
151

お
オーストラリアにおける
日本語教育の位置
おくのほそ道
教えよう 日本語
教える前に確認しよう！
日本語文法の要点
オタジャパ！
おたすけタスク
オノマトペラペラ
オフィスで使うビジネス日本語2300
おもしろい日本語
オリンピックの言語学
音声アクセントクリニック
音声教育の実践

231
148
194
212
52
157
86
34
7
220
208
200

か
カードゲーム 漢字ことば図鑑
156
海外で日本語を教える
231
海外の日本語教育の現状
226
外国から来た子どもを地域で支える 230
外国語を身につけるための
日本語レッスン
194
外国人児童生徒のための支援ガイドブッ
ク
231
外国人児童生徒の学びを創る授業実践
234
外国人児童の「教科と日本語」シリーズ
48
外国人と対話しよう！
にほんごボランティア手帖
203
外国人と対話しよう！
にほんごボランティア手帖
すぐに使える活動ネタ集
203
外国人の就学と不就学
234
外国人の大疑問
135
外国人のための
意味から学ぶ漢字 中上級用
96
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
30
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Ⅱ「介護」
30
外国人のための看護・介護用語集
日本語でケアナビ 英語版
34
外国人のための漢字独習辞典
176
外国人のためのケータイメール
＠にっぽん
80
外国人のための助詞
56
外国人のための新聞の見方・読み方 62
外国人留学生の100のトラブル
解決マニュアル
237
外国人留学生のための面接試験 A to Z
133

辞典 165～179
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韓国語と日本語
韓国人が間違いやすい日本語公式99
かんじ だいすき ～社会・理科編
練習帳
漢字おけいこ
漢字カード
漢字教材を作る
漢字・語彙が弱いあなたへ
漢字だいじょうぶ！
かんじ だいすき ～国語・算数編～
かんじ だいすき ～社会・理科編～
漢字たまご
かんじのくすり
漢字の宝島
漢字の使い分けときあかし辞典
漢字の道
漢字の読み方・書き方1006
漢字博士シリーズ
漢字ハンドブック
漢字筆順ハンドブック（第三版）
漢字マスター
漢字を勉強しましょう
完全マスター1級
日本語能力試験文法問題対策
完全マスター2級
日本語能力試験文法問題対策
環太平洋における日本語の地位
ガンバレ！にほんご
完璧 数学（コース１）
慣用句諺語活用辞典

217
84
46
89
156
191
96
91
46
46
96
96
160
168
96
95
156
175
175
91
90
118
118
246
16
130
178

き
聞いて覚える話し方 日本語生中継
64
聞く・考える・話す 留学生のための
初級にほんご会話
41
キクタン日本語【日本語能力試験N2】 81
キクタン日本語【日本語能力試験N3】 82
キクタン日本語
81
キクタン日本語
82
聴くトレーニング<聴解･聴読解>基礎編
日本留学試験対応
131
聴くトレーニング<聴解･聴読解>応用編
日本留学試験対応
131
記述問題 テーマ100
132
基礎医学術語学習辞典
167
基礎から分かる会話コミュニケーション
の分析法
248
基礎からわかる日本語表現法
247
基礎からわかる話す技術
247
基礎日本語学習辞典
167
基礎日本語学習辞典 第二版
167
基礎日本語文法 －改訂版－
212
基礎表現50とその教え方
195
きたえよう漢字力
89
きちんと伝える技術と表現
75
基本漢字250
97
気持ちが伝わる
日本語会話基本表現180
72

視聴覚・補助教材 145～161

キャリアデザインのための自己表現 230
教科書を作る
192
教科につなげる学習語彙6000語
47
教科につなげる学習語彙・漢字ドリル 48
協議・討論をしよう
146
京ことばの話し方
76
教室を楽しくする初級日本語スキット集
201
教師と学習者のための日本語文型辞典
165
教師とコーディネーターのための日本語
プログラム運営の手引き
201
教授法マニュアル70例
196
教師用日本語教育ハンドブックシリーズ
194
共生時代を生きる日本語教育
221
共生社会の異文化間コミュニケーション
235
京都・大阪とその周辺 近畿地方
62
きらり☆日本語 N3 語彙
123
きらり☆日本語 N4 語彙
123
きらり☆日本語 N5 語彙
122
岐路に立つ移民教育
236
近世の文化と庶民の世界
145
近代文学の世界
154

く
Good Writingへのパスポート
70
くもんの学習漢字字典（改訂第三版）
175
くもんの学習国語辞典（第四版）
174
くもんのことば絵じてん
178
クラス活動集101
202
クラスルーム運営
200
くらべてわかる初級日本語表現文型ドリ
ル
52
くらべてわかる 中級日本語表現文型ドリ
ル
53
比べて分かる日本語の助詞
52
くらべてわかる日本語表現文型辞典 84
クリックｅコミック「コボちゃん」 153
グループディスカッションのための
コミュニケーション演習
248
クローズアップ日本事情15
138
グローバリゼーションと日本語教育政策
243
グローバルキャリア教育
236

辞典 165～179
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★教材索引（五十音・アルファベット順）

外国人を悩ませる日本語からみた
日本語の特徴
194
介護スタッフのための声かけ表現集 26
介護の言葉と漢字
介護福祉士国家試験対策
ウォーミングアップ
30
介護の言葉と漢字
介護福祉士国家試験対策
段階別事例問題読解
30
介護の言葉と漢字ハンドブック
31
看護・介護の言葉と漢字ワークブック 31
介護の言葉と漢字ワークブック
31
介護福祉士国家試験（年度別・過去の問題）
152
会社に尽くしますか？
社会に尽くしますか？
237
[改訂新版]日本語コミュニケーション
ゲーム80
157
〔改訂第3版〕 東京日英併記シティ・アト
ラス
138
改訂版 学校生活にほんごワークブック
49
改訂版 どんなときどう使う日本語表現文
型200
51
改訂版 どんなときどう使う 日本語表現
文型500
82
改訂版どんなときどう使う
日本語表現文型500
51
改訂版 日本語中級 J301
9
改訂版 例文で学ぶ 漢字と言葉N2
93
会話教材を作る
191
会話式日本語文法
3
会話に挑戦！中級前期からの日本語
ロールプレイ
75
会話の授業を楽しくする コミュニケー
ションのためのクラス活動40
201
会話のための日本語表現1800
74
会話の日本語改訂新版
75
科学技術基礎日本語：留学生・技術研修生
のための使える日本語
43
学習者主体の日本語教育
189
学習者の自己形成・自己実現を支援する日
本語教育
189
学習力を育てる日本語指導
241
カタカナおけいこ
89
カタカナカード
156
カタカナワークブック
90
学校日本語教育の構築とホリスティック
教師の発達
226
がっこうのにほんご 絵カード200 157
過渡期の「日本」を考える
20
カナダの公用語政策
244
かなマスター
91
紙を使わないアンケート調査入門
248
考えて、解いて、学ぶ 日本語教育の文法
213
考える漢字・語彙 上級編
91
考える漢字・語彙 超級編
91

け
敬語コミュニケーション
敬語だけじゃない敬語表現
敬語表現教育の方法
敬語表現ハンドブック
敬語マスター
敬語を中心とした対人関係の表現
げんき
増補改訂 研究計画書デザイン
研究社 日本語口語表現辞典
研究社 日本語教育事典
研究社 日本語コロケーション辞典
研究発表の方法
言語学習ストラテジー
言語学習の支援
言語学習の心理
言語教育学入門
言語教育実践 イマ×ココ
言語教育評価研究
言語行動と社会・文化
言語行動と日本語教育
言語生態学と言語教育
言語とこころ
言語の体系と構造
言語の多様性から複言語教育へ
言語への目覚め活動
言語力
現代ギリシア語辞典
現代中国の日本語教育史
現代日葡辞典
現代日本語指示詞の総合的研究
現代日本語の文法Ⅰ
現代日本語表現文典
現代日本語文法
現代文学の世界
現代文で読む古典と民話
現代和仏小辞典

26
245
193
245
245
54
8
248
166
168
166
40
195
191
191
193
250
250
191
198
231
219
191
241
241
219
171
228
173
213
211
210
212
154
62
173

こ
語彙 表現
86
語彙マップで覚える漢字と語彙
初級1400
87
語彙マップで覚える漢字と語彙
中級1500
91
語彙力ぐんぐん 1日10分
85
合格水準 日本語教育能力検定試験問題集
－聴解編－ 新装版
224
新合格水準日本語教育能力検定試験問題
集〈改訂版〉
222
合格するための本
222
合格できる日本語能力試験
109
合格ドリル文字・語彙・文法全400題 123
合格ナビ！ 研究計画書の書き方
248
公共日本語教育学
241
講義理解過程におけるアカデミック・イン
ターアクションに関する実証的研究
228
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高校生の日本語12か月 練習帳
49
講座・日本語教育学
190
項目別日本語文法問題集
98
コーパスと国語教育
217
コーパスと日本語教育
217
コーパス入門
217
語学留学生のための日本語
21
語感の辞典
178
国語力を高める語彙１５００
85
国語表現事典
178
国語要説 五訂版
206
国際社会と日本語
238
国際ビジネス英和活用辞典
170
国際文化交流と日本語教育
－きのう・きょう・あす－
237
ココが面白い！ 日本語学
206
ここがポイント！ レポート・論文を書く
ための日本語文法
51
心ときめくオキテ破りの日本語教授法
186
五十音図表
161
コスモス朝和辞典（第2版）
171
国境を越えて
41
古典文学の世界
154
古典文法総覧
177
古典文法の基礎
211
ことがらの関係を表す表現 -複文54
語と語彙
209
ことばと文化を結ぶ日本語教育
232
ことばの意味を教える 教師のための
ヒント集 気持ちを表すことば編 204
ことばのおもしろ事典
245
言葉のきまり
148
ことばの教育を実践する・探究する 195
「ことばの市民」になる
189
ことばの借用
209
言葉の力をはぐくむ
148
ことばのテーブル データ教材シリーズ
44
ことばのテーブル100枚プリント
44
ことばのテーブル映像シリーズ
145
ことばのテーブル言語訓練カード
45
言葉を生かす
148
言葉を選ぶ
148
言葉を磨く
148
言葉を豊かに
148
こども にほんご宝島
44
子供達に教える日本語
185
子どもたちはいつ日本語を学ぶのか 229
子どもといっしょに！
日本語授業おもしろネタ集
50
こどものにほんご
48
この言葉、外国人にどう説明する？ 209
5分でできる にほんご 音の聞きわけトレ
ーニング
65
コミュニケーション・ゲーム
203
コミュニケーション研究のデータ解析
249
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コミュニケーション研究法
249
コミュニケーション日本語
15
コミュニケーションのための
日本語・音声表現
207
コミュニケーションのための
日本語教育文法
186
コミュニケーションのための
日本語発音レッスン
65
コミュニケーション練習帳
249
これが日本だ!
158
これで安心！外国人留学生のための日本
就職オールガイド
43
これで身につく文法力
51
コロケーションが身につく日本語表現練
習帳
112
コロケーションで増やす表現vol.1
82
コロケーションで増やす表現vol.2
82
こんにちは、にほんご！〈ベトナム語版〉
37
こんにちは、にほんご！
37
コンピュータが支援する
日本語の学習と教育
187

さ
サービス日本語－ホテルスタッフ編－ 26
作文教材を作る
192
櫻～さくら～
22
雑談の正体
246

し
時間を表す表現 －テンス・アスペクト－
改訂版
54
思考ツールを利用した日本語ライティン
グ
247
しごとの日本語
29
辞書では解らない慣用表現(新装版) 135
辞書を知る
205
自然な日本語
20
〈事態把握〉における日韓話者の認知スタ
ンス
218
実験音声学入門
207
実践！研究計画作成法
43
実践研究は何をめざすか
228
実践で使えるビジネス日本語
32
じっせんにほんご 技術研修編
31
実践日本語教授法
199
実践にほんご指導見なおし本
183
実践 にほんごの作文
71
実践のふり返りによる日本語教師教育
185
知ってワクワク ことばの学び ことばの
仕組み
246
実用日本語 日本語文法エゾエノート 9
レベルアップ日本語文法 中級
51
実用ビジネス日本語
30
児童・生徒のための日本語
わいわい活動集
202

辞典 165～179
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自律を目指すことばの学習
196
新・毎日の聞き取り50日
68
新・わくわく文法リスニング100 ―耳で
学ぶ日本語― [1]
69
新・わくわく文法リスニング100 ―耳で
学ぶ日本語― [2]
69
新・外国人留学生のための面接
133
進学する人のための日本語初級
18
新華字典（第10版）日本語版
171
新完全マスター漢字日本語能力試験N3 ベ
トナム語版
119
新完全マスター漢字
日本語能力試験N3
119
新完全マスター漢字
日本語能力試験N1
118
新完全マスター漢字
日本語能力試験N2
新完全マスター語彙
日本語能力試験N1
新完全マスター語彙
日本語能力試験N2

119
119
119

新完全マスター語彙
日本語能力試験N3
119
新完全マスター単語 日本語能力試験N3 重
要1800語
119
新完全マスター聴解
日本語能力試験N3 ベトナム語版 120
新完全マスター聴解
日本語能力試験N1
119
新完全マスター聴解
日本語能力試験N2
120
新完全マスター聴解
日本語能力試験N3
120
新完全マスター読解
日本語能力試験N3 ベトナム語版 120
新完全マスター読解
日本語能力試験N1
120
新完全マスター読解
日本語能力試験N2
120
新完全マスター読解
日本語能力試験N3
120
新完全マスター文法
日本語能力試験N4 ベトナム語版 121
新完全マスター文法
日本語能力試験N1
120
新完全マスター文法
日本語能力試験N2
121
新完全マスター文法
日本語能力試験N3
121
新完全マスター文法
日本語能力試験N3 ベトナム語版 121
新完全マスター文法
日本語能力試験N4
121
新現代文学の世界
154
新合格水準 日本語教育能力検定試験
用語集〈改訂版〉
222
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人工内耳装用児の言語学習活動
189
新時代日漢辞典（第二版）
172
新人日本語教師のためのお助け便利帖
201
新人日本語教師のための授業づくり練習
帖
201
新装版 商談のための日本語
33
新装版 はじめのいっぽ
13
新装版 1日15分の漢字練習 初級～初中級
88
新装版 基礎日本語文法教本
51
新装版 日本語集中トレーニング
4
新装版ビジネス日本語速習コース
29
新装版 ビジネスのための日本語
33
新・中級から上級への日本語
8
新訂 国語史要説
206
新訂版 話そう考えよう 初級日本事情
139
新訂版 読むトレーニング 基礎編
131
新訂版 読むトレーニング 応用編
131
新にほんご500問N1
102
新にほんご500問N2
102
新にほんご500問N3
102
新にほんご〈あいうえお〉
88
新・にほんご敬語トレーニング
28
新にほんご〈生活の漢字〉漢字み～つけた
88
新日本言語地図
205
新・日本語能力試験 N1・N2・N3
新傾向解説と完全予想模試
117
新日本語の基礎 新絵教材
157
新日本語の基礎 新絵教材Ⅱ
157
新日本語の基礎Ⅰ
10
新日本語の基礎Ⅰ
会話・練習 C イラストシート
157
新日本語の基礎Ⅱ
10
新日本語の基礎 かな練習帳
93
新日本語の基礎 漢字練習帳
93
新日本語の中級
11
新日本語の中級 会話ビデオ/DVD
149
新日本語分野別重要単語1500
128
新・日本留学試験実戦問題集
131
新・はじめての日本語教育
183
新版 中日交流標準日本語 高級 上下
17
新版 中日交流標準日本語 初級 上下
（第二版）
17
新版 中日交流標準日本語 初級同歩練
習（第二版）
17
新版 中日交流標準日本語 中級 上下
（第二版）
17
新版 基礎から学ぶ日本語表現法
16
新版 日本語教育事典
193
新聞・テレビ ニュースの日本語
84
新文化初級日本語
18
新聞で学ぶ日本語
60
新聞の読解
61
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★教材索引（五十音・アルファベット順）

自動詞・他動詞，使役，受身－ボイス－
54
児童文化の中に見られる言語表現
193
私費外国人留学生のための大学入学案内
2017年度版
134
市民性形成とことばの教育
242
社会派日本語教育のすすめ
239
写真を見て一番やさしく読む日本文化（改
訂版）
138
シャドーイングで日本語発音レッスン 65
シャドーイング日本語を話そう 就職・ア
ルバイト・進学面接編
74
シャドーイング
日本語を話そう初～中級編
74
シャドーイング
日本語を話そう中～上級編
74
就活・仕事のにほんご会話
28
重箱カード利用手引き
190
小学生のための会話練習ワーク
48
小学館 和西辞典
171
小学館 西和中辞典
171
上級学習者のための日本語読解ワークブ
ック
58
上級日本語
21
上級日本語教育の方法
196
上級の力をつける聴解ストラテジー 67
上級へのとびら
5
小説 ミラーさん
61
商談のための日本語
33
常用漢英熟語辞典(新装版)
168
小論文への12のステップ
41
初級から中級への日本語ドリル
53
初級から中級への日本語ドリル
〈文法〉チャレンジ編
53
初級からニュースを
67
初級からの日本語スピーチ
77
初級からはじまる「活動型クラス」―こと
ばの学びは学習者がつくる―
202
【初級】語学留学生のための日本語 21
初級日本語 あゆみ
21
初級日本語学習者のための待遇コミュニ
ケーション教育
191
初級日本語 げんき
8
初級日本語 作文練習帳
71
初級日本語［新装改訂版］
21
初級日本語聴解練習 毎日の聞きとり50日
68
初級日本語表現文型ドリル
52
初級日本語文法と教え方のポイント 190
初級バリエーション
－会話編 聴解・発話編－
67
初級 ひらけ日本語
17
初級を教える人のための
日本語文法ハンドブック
192
助詞―「は」と「が」、複合格助詞、とり
たて助詞など―
54
助詞助動詞の辞典
167
助詞で変わるあなたの日本語(新装版) 52

新ポケットローマ字英和辞典
シンポジウム日本語音声教育
新明解国語辞典（第七版）
新明解日本語アクセント辞典

170
208
174
178

す
すぐ書ける！きれいに書ける！
ひらがな・カタカナ練習ノート
88
すぐに使える 接客日本語大特訓 英語
編
73
すぐに使える 接客日本語大特訓 中国
語編
73
すぐに使える 日本語会話 超ミニフレ
ーズ200
72
すぐに使える
日本語会話超ミニフレーズ210
72
すぐに話せる日本語
27
すごろくゲーム にほんご探検
158
スティープル英和・和英辞典
167
ストーリーで覚える漢字300
89
ストーリーで覚える漢字II 301-500 89

そ
総合日本語初級から中級へ
22
総合日本語中級前期
22
総合日本語中級
22
相互行為としての読み書きを支える授業
デザイン
189
増補版 日本語教育能力検定試験
合格するための問題集
222
続・もしも…あなたが外国人に
「日本語を教える」としたら
230
続・基礎表現50とその教え方
195
続・クラス活動集131
202
俗語入門
209
続 多次元のコミュニケーション
236
速読の日本語
61
速読用の文化エピソード
62
続 日本語誤用例文小辞典
215
続・日本語の教え方の秘訣
192
速効 数学コースⅠ
129
速効 数学コースⅡ
129
卒論・修論のためのアンケート調査と統計
処理
248

ストーリーで覚える漢字300 ワークブック
［英語・インドネシア語・タイ語・ベト
ナム語版］
90
ストーリーと活動で自然に学ぶ日本語 11
留学生のためのストラテジーを使って学
ぶ文章の読み方
42
スピーチ・説明をしよう
146
スペイン語ミニ辞典（改訂版）
171
スライド式動詞活用表
158

せ
成語諺語 精選300則
85
生成日本語学入門
214
生成文法と日本語研究
214
世界国勢図会 2017/18
139
世界の<外来語>の諸相
246
世界の言語教育・日本の国語教育
238
世界の国語研究所
237
接触場面における二言語使用の可能性
219
接触場面における母語話者のコミュニケ
ーション方略
243
接触場面の言語学
218
接続助詞ケドの発話解釈過程と談話展開
機能
209
ゼロからの統計学
247
戦後の国家と日本語教育
226
戦前戦中の日本語教育教材レコード
復刻版
154
専門学校全調査
250
全養協日本語教師検定準拠問題集
日本語教師の実践力
193

日本語学習者用教科書 3～141
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タイ語・ベトナム語・インドネシア語版日
本語単語スピードマスター
STANDARD2400
79
タイ語・ベトナム語・インドネシア語版日
本語単語スピードマスター
ADVANCED2800
80
タイ語・ベトナム語・インドネシア語版日
本語単語スピードマスターBASIC1800
79
タイ語・ベトナム語・インドネシア語版日
本語単語スピードマスター
INTERMEDIATE2500
80
大修館 最新国語表記ハンドブック 178
第二言語教育におけるバフチン的視点
217
第2言語クラスルーム研究
204
第二言語習得・教育の研究最前線
221
第二言語習得における言語適性の役割
218
第二言語習得における作文教育の意義と
特殊性
185
第二言語としての日本語習得研究の展望
228
第二言語としての日本語の習得研究 251

た
大学 学びのことはじめ
249
大学・大学院留学生のための やさしい論
理的思考トレーニング
40
大学1年生のための日本語技法
249
大学1年生からのコミュニケーション入門
249
大学生からのプレゼンテーション入門
249
大学生のための 論文・レポートの論理的
な書き方
247
大学生のための日本語表現実践ノート 5
大学・大学院総合日本語 櫻～さくら～
22
改訂版 大学・大学院留学生の日本語① 読
解編
39
改訂版 大学・大学院留学生の日本語② 作
文
39
改訂版 大学・大学院留学生の日本語③ 論
文読解編
39
改訂版 大学・大学院留学生の日本語④ 論
文作成編
39
大学で学ぶための
アカデミック・ジャパニーズ
40
大学で学ぶための日本語ライティング 40
大学の日本語 初級 ともだち Vol.1
17
大学の日本語 初級 ともだち Vol.2
17
待遇コミュニケーション論
246
待遇表現
75
体験学習法の試み
239

視聴覚・補助教材 145～161

第二言語としての日本語の発音とリズム
207
第二言語としての日本語の発達過程 218
第2言語による作文産出の認知心理学的研
究
185
第二言語によるパラフレーズと日本語教
育
248
対話原理と第二言語の習得と教育
218
対話でみがくことばの力
220
対話とプロフィシェンシー
199
台湾における日本語教育の史的研究 231
「だから」の語用論
218
竹取物語
147
多言語・多文化共生社会における
言語問題
238
多言語・多文化コミュニティのための
言語管理
237
多言語やりとり素材集
203
多次元のコミュニケーション
236
タスクで伸ばす学習力
203
タスクで学ぶ日本語ビジネスメール・ビジ
ネス文書
34
タスク日本語教授法
196
正しく美しい書き方 漢字
92
正しく美しい書き方 漢字３年
93
正しく美しい書き方 ひらがな・カタカ
ナ・すうじ
92
正しく美しいカタカナの書き方
92
正しく美しいひらがなの書き方
92
達人が教える 日本語教育能力検定試験
完全攻略法
225
タテ書きはことばの景色をつくる
206
楽しい漢字教室
175

辞典 165～179
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ち
ちがいがわかる対照表 日本の漢字 中
国の漢字
167
知へのステップ 第4版
247
着々！日本語 独学の第一歩
7
着々！日本語新常用漢字 2136
84
着々！日本語単語帳
84
着々！日本語パターン会話
74
チャレンジシリーズ
130
チャレンジ数学(コース１)[改訂版] 130
チャレンジ総合科目 [改訂版]
130
チャレンジ日本語〈聴解〉
130
チャレンジ日本語〈聴読解〉
130
チャレンジ日本語〈読解〉
130
チャレンジ理科（化学）
130
チャレンジ理科〈物理〉〔改訂版〕 130
中華世界におけるCEFRの受容と文脈 243
中間言語語用論概論
219
中級からの日本語プロフィシェンシーラ
イティング
71
中級からはじめるニュースの日本語 聴解
40
65
中級日本語［新装改訂版］
21
中級日本語で挑戦！スピーチ＆ディスカ
ッション
77
中級日本語文法と教え方のポイント 190
中級日本語文法要点整理ポイント20 55
中級日本語を教える教師の手引き
6
中級の日本語改訂版
9
中級へ行こう日本語の文型と表現55 第2版
12
中級を学ぼう
日本語の文型と表現56中級前期
12
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中級を学ぼう
日本語の文型と表現82中級中期
13
中国からの帰国者のための生活日本語 19
中国語常用フレーズ辞典
172
中国語と日本語
217
中国語を第一言語とする日本語学習者の
同形語の認知処理
217
中国人のための
漢字の読み方ハンドブック
175
中国、ベトナム進出日系企業における異文
化間コミュニケーション考察
234
中上級学習者のための日本語読解ワーク
ブック
58
中上級学習者のためのブラッシュアップ
日本語会話
75
中・上級者のための速読の日本語
61
中上級 日本語ディベート教材
35
中上級日本語表現文型例文集
210
中上級のにほんご
141
中上級を教える人のための
日本語文法ハンドブック
192
中日辞典（第2版）
172
聴解・発表ワークブック
41
聴解・音声特訓プログラム
224
聴解が弱いあなたへ
67
聴解教材を作る
192
超級表現＋使える名句
127
朝鮮語辞典
170
直接法で教える日本語
194

つ
使うことば
82
使うことば2
83
使う順と連想マップで学ぶ 漢字＆語彙
90
使う順と連想マップで学ぶ 漢字＆語彙
日本語能力試験N1
90
使って、身につく！ 漢字×語彙 1
95
使って、身につく！ 漢字×語彙 2
95
つなぐにほんご 初級1
3
徒然草
147

て
デイリーコンサイス伊和・和伊辞典 169
デイリーコンサイス韓日・日韓辞典 170
デイリーコンサイス西和・和西辞典 171
デイリーコンサイス中日・日中辞典
（第3版）
172
デイリーコンサイス独和・和独辞典 172
デイリーコンサイス仏和・和仏辞典
（第2版）中型版
173
データで学ぶ日本語学入門
205
データでみる県勢2017
139
データに基づく文法シラバス
186
テーマ別 中級までに学ぶ日本語
6
テーマ別 上級で学ぶ日本語 [改訂版] 6
テーマ別 中級から学ぶ日本語 [改訂版]
6
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できる日本語準拠 たのしい読みもの55 初
級＆初中級
5
できる日本語 初級教え方ガイド＆イラス
トデータCD-ROM
4
できる日本語 初級 本冊
4
できる日本語 初中級教え方ガイド＆イラ
ストデータCD-ROM
4
できる日本語 初中級 本冊
4
できる日本語 中級 本冊
4
できる日本語 わたしのことばノート 22
できる日本語 わたしの文法ノート 初級
22
「て形」のすべて
215
デジタルコンテンツを学ぶ留学生のため
のカタカナ語表現練習帳
83
テスティングの基礎理論
187
テストを作る
192
徹底ガイド 日本語教材
231
徹底！ 活用ドリル
56
てにをは辞典
52
伝統芸能
62

と
東京日英併記シティ・アトラス
138
統計検定3級対応 データの分析
248
統計検定4級対応 資料の活用
248
動詞・形容詞・副詞の事典
167
独学日本語Ⅰ－中国語版－
22
独学日本語Ⅱ－中国語版－
23
独学日本語Ⅲ－中国語版－
23
読書と言語能力
217
とくとく読解キーワード
124
「独白文」
23
読解20のテーマ
98
読解演習はじめての専門書
43
読解教材を作る
192
読解 現代文で読む古典と民話
62
読解攻略！日本語能力試験N1レベル 121
読解をはじめるあなたへ
62
トピックによる日本語総合演習
11
トピックによる日本語総合演習
上級用資料集 第4版
12
トラーンスローマ字英和・和英辞典 170
TRY！日本語能力試験N3
103
TRY！日本語能力試験N4
103
TRY！日本語能力試験N5
103
ドラえもんのどこでも日本語
9
ドラマチック日本語コミュニケーション
201
とりあえず日本語で〈デジタル版〉 230
ドリル＆ドリル 日本語能力試験
127
どんどん使える！日本語文型トレーニン
グ（初級）
56
どんどん使える！日本語文型トレーニン
グ（中級）
56
どんどんつながる漢字練習帳
イラスト&漢字データ集
88
どんどんつながる漢字練習帳 初級
88

辞典 165～179
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★教材索引（五十音・アルファベット順）

たのしいこどものにほんご
49
たのしい日本語会話教室
76
たのしい日本語作文教室
71
楽しく覚える にほんご語彙・表現 157
楽しく聞こう
67
楽しく話そう
77
楽しく読もう
62
多文化間の教育と近接領域
191
多文化共生のコミュニケーション
234
多様化する言語習得環境と
これからの日本語教育
219
だれからだれに？（新装版）
82
誰よりもキミが好き！
245
短期合格 日本語能力試験 N1・N2 語彙
121
短期集中 初級日本語文法総まとめ
ポイント20
55
短期マスター 聴解ドリル１ ［N2・N3レ
ベル］
67
短期マスター 聴解ドリル２ ［N1・N2レ
ベル］
67
短期マスター 日本語能力試験ドリル 124
談話とプロフィシェンシー
199
談話のポライトネス
238

どんどん話せる！ 日本語会話フレーズ
大特訓700
72
どんどん読めるいろいろな話
63
どんなときどう使う 日本語語彙学習辞
典
82
どんなときどう使う日本語表現文型500
51

な
中世の文化と武士・隠者の世界
145
なぜ言葉は変わるのか
220
7日でわかる日本語教師のためのIT講座
201

に
ニーズを踏まえた語彙シラバス
186
24週日本語文法ツアー
212
2001漢字
87
日・英・中 ビジネスレター・Eメール
ハンドブック
32
日常会話辞典
76
日常生活日本語 初級
16
日文輕鬆聴
67
日文輕鬆寫
71
日韓の言語文化の理解
234
日系ブラジル人のバイリンガリズム 238
日本アニメクラシックコレクション
DVD4巻セット
150
日本漢字読み方ハンドブック
168
日本企業への就職
ビジネス会話トレーニング
28
日本企業への就職
ビジネスマナーと基本のことば
28
にほんご だいじょうぶ
9
日本語 ブラジル・ポルトガル語辞典 173
日本語 読み書きのたね
70
日本語・日本語教育の研究 ―その今、そ
の歴史
230
日本語５つのとびら
23
にほんご90日
24
にほんご90日 教師用Navi
－初級文法ハンドブック
25
にほんご90日 漢字ノート
97
日本語CALLコースウェアのアイデア 187
日本語N4 文法・読解まるごとマスター
99
日本語N5 文法・読解まるごとマスター
99
日本語アクセント入門
207
日本語Eメールの書き方
70
日本語いつでもどこでも単語集
16
日本語いろいろ
63
日本語運用文法
214
日本語運用力養成問題集-初中級用- 98
日本語 おしゃべりのたね 第2版
76
日本語音声科学
207
日本語音声学入門 改訂版
208
にほんご音読トレーニング
64
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日本語概説
205
にほんご会話上手！
73
にほんご会話トレーニング
28
日本語会話入門 (ポルトガル語版)
77
日本語学習支援の構築
196
日本語学習者が作文を書くための用例集
71
日本語学習者のための読解厳選テーマ10
［中上級］
63
日本語学習者のための読解厳選テーマ10
［中級］
63
日本語学習者の文法習得
214
日本語学習のためのよく使う順漢字2100
168
日本語学と日本語教育
196
日本語学入門
213
日本語学の教え方
212
日本語学級
49
日本語かな入門
96
日本語かるた
158
にほんご漢字トレーニング
87
日本語漢字入門
96
日本語機能的構文研究
214
日本語基本文型辞典
52
日本語基本文法辞典
53
日本語教育
251
日本語教育 学のデザイン
231
日本語教育・日本語学の「次の一手」
226
日本語教育学序説
200
日本語教育学としてのライフストーリー
226
日本語教育学の歩き方
226
日本語教育機関における
コース・デザイン
196
日本語教育講座
193
日本語教育史研究序説
230
日本語教育実習事例報告
228
日本語教育でつくる社会
243
日本語教育とともに
196
日本語教育と日本研究における双方向性
アプローチの実践と可能性
229
日本語教育と日本研究の連携
189
日本語教育に生かす第二言語習得研究
184
日本語教育における
学習の分析とデザイン
232
日本語教育における
コミュニカティブ・アプローチ
197
日本語教育における評価と「実践研究」
229
日本語教育能力検定試験
完全攻略ガイド
224
日本語教育能力検定試験・試験問題研究
224
日本語教育能力検定試験に合格するため
の音声23
222

視聴覚・補助教材 145～161

日本語教育能力検定試験に合格するため
の異文化理解13
223
日本語教育能力検定試験に合格するため
の記述式問題40
222
日本語教育能力検定試験に合格するため
の基礎知識50
223
日本語教育能力検定試験に合格するため
の教授法37
222
日本語教育能力検定試験に合格するため
の言語学22
223
日本語教育能力検定試験に合格するため
の語彙12
223
日本語教育能力検定試験に合格するため
の社会言語学10
223
日本語教育能力検定試験に合格するため
の聴解問題10
223
日本語教育能力検定試験に合格するため
の日本語の歴史30
223
日本語教育能力検定試験に合格するため
の文法27
223
日本語教育能力検定試験に合格するため
の用語集
224
日本語教育の過去・現在・未来
232
日本語教育の過去・現在・未来 第1巻
社会
243
日本語教育の過去・現在・未来 第2巻
教師
197
日本語教育の過去・現在・未来 第3巻
教室
203
日本語教育の過去・現在・未来 第4巻
音声
208
日本語教育の過去・現在・未来 第5巻
文法
215
日本語教育の現場から
229
日本語教育のスタートライン
219
日本語教育のための音声表現
207
日本語教育のための言語テストガイドブ
ック
226
日本語教育のためのコーパス調査入門
210
日本語教育のためのコミュニケーション
研究
186
日本語教育のための質的研究 入門 229
日本語教育のための心理学
190
日本語教育文法講義ノート
211
日本語教育への道程
187
日本語教育への扉 改訂版
197
日本語教育への道
197
日本語教育への道しるべ 第1巻
ことばのまなび手を知る
197
日本語教育への道しるべ 第2巻
ことばのしくみを知る
197
日本語教育への道しるべ 第3巻
ことばの教え方を知る
197
日本語教育への道しるべ 第4巻
ことばのみかたを知る
198
日本語教育論文集
198
日本語教育を学ぶ
190
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日本語教師必携すぐに使える「レアリア・
生教材」アイデア帖
202
日本語教授法〔改訂新版〕
193
日本語教授法 －研究と実践－
198
日本語教授法ワークショップ
198
日本語教師をめざす人の
日本語教授法入門
199
日本国勢図会 2017/18
139
日本語形容詞・副詞ハンドブック
52
にほんご語彙力アップトレーニング 80
日本語コース初級
23
日本語コーパス活用入門
220
日本語 言葉のコンビネーション・
ハンドブック
83
日本語コミュニケーションゲーム80 157
日本語コミュニケーションの言語問題
239
日本語誤用辞典
214
日本語誤用例文小辞典
215
にほんごこれだけ！
7
日本語，こんなときどうする？
56
日本語再履修
18
日本語史概説
205
日本語実用辞典
166
日本語集中トレーニング
4
日本語授業おもしろネタ集
50
日本語上級話者への道
75
日本語初級1大地
12
日本語初級１大地 漢字学習帳〈英語版〉
94
日本語初級2大地
12
日本語初級２大地 漢字学習帳〈英語版〉
94
日本語初歩
23
日本語初歩 改訂 文法説明
23
日本語ステップアップ
3
日本語生活用語集
83
日本語総まとめ N1 聴解
104
日本語総まとめ N2 聴解
105
日本語総まとめ N3 聴解
105
日本語総まとめN1
103
日本語総まとめN2
104
日本語総まとめN3
105
日本語第一歩
23
にほんご宝船 いっしょに作る活動集 4
にほんご宝船 教える人のための知恵袋 4
日本語多義語学習辞典 形容詞・副詞編
165
日本語多義語学習辞典 動詞編
165
日本語多義語学習辞典 名詞編
165
にほんご多読ブックス
61
日本語単語スピードマスター
STANDARD2400
79
日本語単語スピードマスター
ADVANCED2800
80
日本語単語スピードマスター
INTERMEDIATE2500
80
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日本語単語スピードマスターBASIC1800
79
にほんご単語ドリル
～慣用句・四字熟語～
80
にほんご単語ドリル
～ぎおん語・ぎたい語～
81
にほんご単語ドリル～動詞～
81
にほんご単語ドリル ～副詞～
81
日本語チャレンジ N4
106
日本語チャレンジ N4N5 かんじ
106
日本語中級Ⅰ(凡人社)
24
日本語中級Ⅰ 練習帳
24
日本語中級Ⅱ
24
日本語中級 J501
9
日本語超級話者へのかけはし
75
日本語使い方考え方辞典
177
にほんごで はなしましょう
38
にほんごであそぼ いろはかるた
155
にほんごであそぼ ことわざかるた 155
日本語ディスコースへの多様な
アプローチ
210
日本語で歌おう！
137
日本語でケアナビ
34
日本語で社会とつながろう！
190
日本語テスト問題集
124
にほんごで働く！ビジネス日本語30時間
33
日本語でビジネス会話
－初級編：生活とビジネス－
35
日本語でビジネス会話－中級編－
35
日本語で読もう エッセイ編
135
日本語で読もう フィクション編
135
日本古典の花園を歩く
59
日本語動詞ハンドブック
52
日本語TOTAL COMMUNICATION
絵カードブック
159
日本語と韓国語における可能表現
219
日本語ドキドキ体験交流活動集
38
日本語読解 攻略の秘訣
60
日本語生中継
64
日本語／日本語教育研究
251
日本語能力試験分析評価に関する報告書
227
日本語能力試験 直前対策N3 文字・語彙・
文法
112
日本語能力試験 直前対策N5 もじ・ご
い・ぶんぽう
113
日本語能力試験1・2級試験問題と正解
123
日本語能力試験1級合格の漢字・熟語4740
125
日本語能力試験3・4級試験問題と正解
123
日本語能力試験 N1語彙 必修パターン
99
日本語能力試験 N1聴解 必修パターン
99
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★教材索引（五十音・アルファベット順）

日本語教育をめぐる研究と実践
232
日本語教育をめざす人のための
基礎から学ぶ音声学
208
日本語教育能力検定試験 50音順 用語集
224
日本語教育能力検定試験 合格問題集 224
日本語教材研究の視点
185
日本語教師が知らない動詞活用の教え方
187
日本語教師になりたいあなたへ
190
日本語教師の7つ道具シリーズ ②漢字授
業の作り方編
184
日本語教師の7つ道具シリーズ ③作文授
業の作り方編
184
日本語教師の7つ道具シリーズ ④語彙授
業の作り方編
184
日本語教師の7つ道具シリーズ ⑤読解授
業の作り方編
184
日本語教師の7つ道具シリーズ ⑥聴解授
業の作り方編
184
日本語教師の7つ道具シリーズ ⑦会話授
業の作り方編
184
日本語教師の7つ道具シリーズ ＋（プラ
ス） 会話授業の作り方編
185
日本語教師の「意味世界」
243
日本語教師の「葛藤」
189
日本語教師の成長と自己研修
232
日本語教師の専門能力開発
194
日本語教師のための 実践・作文指導
216
日本語教師のためのCEFR
186
日本語教師のためのQ&A
187
日本語教師のためのアクション・リサーチ
198
日本語教師のための新しい言語習得概論
219
日本語教師のための異文化理解とコミュ
ニケーションスキル
236
日本語教師のための音声教育を考える本
185
日本語教師のための言語学入門
220
日本語教師のための 実践・漢字指導 216
日本語教師のための「授業力」を磨く30の
テーマ。
200
日本語教師のための初級文法・文型完全
「文脈化」
・
「個人化」 アイデアブック
190
日本語教師のための多読授業入門
184
日本語教師のための
楽しく教える活動集22
200
日本語教師のための知識本シリーズ 232
日本語教師のための
テスト作成マニュアル
185
日本語教師のための入門言語学
220
わかる!! 日本語教師のための
応用認知言語学
221
日本語教師のための評価入門
186
日本語教師の方法論
198

日本語能力試験 N1読解 必修パターン
99
日本語能力試験N1に出る重要単語集 109
日本語能力試験N1文法
125
日本語能力試験 N1文法 必修パターン
99
日本語能力試験N1 模擬テスト
121
日本語能力試験N1 予想問題集〔改訂版〕
113
日本語能力試験N2 予想問題集［改訂版]
113
日本語能力試験N2漢字
125
日本語能力試験 N2語彙 必修パターン
100
日本語能力試験 N2読解 必修パターン
100
日本語能力試験N2文法
125
日本語能力試験 N2文法 必修パターン
100
日本語能力試験N2 模擬テスト
122
日本語能力試験N3 予想問題集〔改訂版〕
113
日本語能力試験N4漢字
125
日本語能力試験N5漢字
126
日本語能力試験N5 予想問題集
114
日本語能力試験 完全模試 N1
115
日本語能力試験 完全模試 N2
115
日本語能力試験 完全模試 N3
115
日本語能力試験 完全模試 N4
115
日本語能力試験 完全模試 N5
116
日本語能力試験公式問題集
125
日本語能力試験 出題基準【改訂版】 125
日本語能力試験スーパー模試
109
日本語能力試験スーパー模試N3
109
日本語能力試験スーパー模試N4・N5 110
日本語能力試験総合テキスト N1
100
日本語能力試験総合テキスト N2
100
日本語能力試験総合テキスト N3
100
日本語能力試験 ターゲット
112
日本語能力試験対策 N1 漢字・語彙 114
日本語能力試験対策 N1 文法総まとめ
114
日本語能力試験対策 N1 文法問題集 114
日本語能力試験対策 N2 漢字・語彙 114
日本語能力試験対策 N2 文法総まとめ
114
日本語能力試験対策 N2 文法模擬テスト
115
日本語能力試験対策 N2 文法問題集 114
日本語能力試験対策 N3 文法・語彙・漢字
115
日本語能力試験対策 N4 漢字・語彙・文法
115
日本語能力試験対策 N5 もじ・ごい・ぶん
ぽう
115
日本語能力試験 直前対策N1 文字・語彙・
文法
113
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日本語能力試験 直前対策N2 文字・語彙・
文法
113
日本語能力試験 徹底トレーニング N1
102
日本語能力試験 徹底トレーニング N1 聴
解
102
日本語能力試験 徹底トレーニング N1 読
解
102
日本語能力試験 徹底トレーニング N1 文
字・語彙
102
日本語能力試験の概要 2003年版
112
日本語能力試験 20日で合格Ｎ1 文字・語
彙・文法 ［改訂版］
113
日本語能力試験 20日で合格
N2文字・語彙・文法
113
日本語能力試験 模試と対策 N1
106
日本語能力試験 模試と対策 N1 Vol.2
106
日本語能力試験 模試と対策 N2
106
日本語能力試験 模試と対策 N2 Vol.2
107
日本語能力試験 模試と対策 N3
107
日本語能力試験 模試と対策 N3 Vol.2
107
日本語能力試験問題集 N1語彙スピードマ
スター
116
日本語能力試験問題集 N1聴解スピードマ
スター
116
日本語能力試験問題集 N1読解スピードマ
スター
116
日本語能力試験問題集 N1文法スピードマ
スター
116
日本語能力試験問題集 N2語彙スピードマ
スター
116
日本語能力試験問題集 N2聴解スピードマ
スター
117
日本語能力試験問題集 N2読解スピードマ
スター
117
日本語能力試験問題集 N2文法スピードマ
スター
116
日本語能力試験問題集 N3語彙スピードマ
スター
117
日本語能力試験問題集 N3聴解スピードマ
スター
117
日本語能力試験問題集 N3読解スピードマ
スター
117
日本語能力試験問題集 N3文法スピードマ
スター
117
日本語能力試験問題集 N4語彙スピードマ
スター
100
日本語能力試験問題集 N4聴解スピードマ
スター
101
日本語能力試験問題集 N4読解スピードマ
スター
101
日本語能力試験問題集 N4文法スピードマ
スター
101
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日本語能力試験問題集 N5語彙スピードマ
スター
101
日本語能力試験問題集 N5聴解スピードマ
スター
101
日本語能力試験問題集 N5読解スピードマ
スター
101
日本語能力試験問題集 N5文法スピードマ
スター
101
日本語能力試験N4 予想問題集［改訂版］
114
日本語能力試験レベルアップトレーニン
グ聴解
110
日本語能力試験レベルアップトレーニン
グ聴解N２
110
日本語能力試験レベルアップトレーニン
グ文法
110
日本語能力試験レベルアップトレーニン
グ文法N２
110
日本語の教え方ABC
185
日本語の教え方の秘訣
192
日本語の音
207
日本語の格と文型
214
日本語の擬音語・擬態語（改訂版） 83
日本語の基礎ルール(新装版)
135
日本語の機能表現形式
－「て形」のすべて－
215
日本語の作文技術 中・上級
70
日本語の作文力練習帳
70
日本語のシンタクスと意味
212
日本語の達人－仕事上の会話
32
日本語の知的表現(新装版)
245
日本語の発音指導 VT法の理論と実際 208
日本語の秘訣(新装版)
135
日本語の表現技術－読解と作文－
70
日本語の文構造
56
日本語の論文力練習帳
70
日本語は映像的である
206
日本語はつおん
68
にほんご発音アクティビティ
64
にほんご発音かんたん
64
にほんご話し方トレーニング[中・上級レ
ベル]
64
日本語パワーアップ総合問題集
118
日本語パワードリルN1
107
日本語パワードリルN2
107
日本語パワードリルN3
107
日本語ビジネス文書マニュアル
28
日本語表現の教室 中級
83
日本語表現文型辞典
51
日本語表現文型中級
24
日本語表現文型例文集
210
日本語表現力
247
日本語プロフィシェンシー研究
251
日本語文型辞典
165
日本語文型ハンドブック
60
日本語文法（くろしお出版）
250
日本語文法演習
54
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日本の地理と社会
139
日本文化を英語で説明する辞典
179
日本文化を読む
58
日本留学試験 試験問題
131
日本語留学試験速攻トレーニング
129
日本留学試験速攻トレーニング 数学コー
ス1編
129
日本留学試験対応 総合科目問題集 131
日本留学試験対策 記述問題 テーマ100
132
日本留学試験対策 速効 総合科目
129
日本留学試験対策タイプ別攻略問題集
<日本語科目編>模擬試験付き
132
日本留学のエスノグラフィー
234
日本をたどりなおす29の方法
18
日本を話そう
138
ニュースで学ぶ日本語
68
ニュースの日本語 聴解50
66
入門 書き方の指導法
185
入門テクニカルライティング
26
入門日本語テスト法
194
ニューヨークの黒ダイヤ
239
人間主義の日本語教育
232
人間成長を阻害しないことに焦点化する
教育学
242
認識のモダリティとその周辺
238

ね
ネパール語・カンボジア語・ラオス語版日
本語単語スピードマスター
STANDARD2400
79

は
バイリンガリズム
238
ハイレベル数学 コース２
128
ハイレベル数学 コース1
128
ハイレベル総合科目［改訂版］
128
ハイレベル聴解・聴読解
128
ハイレベル読解 100
128
ハイレベル理科［改訂版］（物理・化学・
生物）
128
新装版 Basic Japanese for Students
はかせ
42
はじめて日本語を教える人のための
なっとく知っとく初級文型50
193
はじめてのかん字
89
はじめての日本語
16
はじめての日本語・韓国語編
16
はじめての日本語能力試験 N1単語 3000
108
はじめての日本語能力試験 N2単語 2500
108
はじめての日本語能力試験 N3単語 2000
108
はじめての日本語能力試験 N4単語 1500
108
はじめての日本語能力試験 N5単語 1000
108
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はじめての人の日本語文法
213
はじめてのひらがな
88
はじめて学ぶ異文化コミュニケーション
240
はじめて学ぶ介護の日本語 基本のこと
ば
42
はじめのいっぽ
13
始めよう！ 外国人のための介護福祉士
国家試験対策
30
はじめよう日本語 初級１ドリルと文法
54
はじめよう日本語 初級１メインテキスト
13
はじめよう日本 初級２ドリルと文法 55
はじめよう日本語 初級２メインテキスト
13
パスポート初級アラビア語辞典
169
パスポート朝鮮語小辞典
171
パスポート独和・和独小辞典
172
パスポート日本語アラビア語辞典
169
パスポート仏和・和仏小辞典 第２版
173
パターン別徹底ドリル日本語能力試験
110
発話リズムと日本語教育
207
話し合いトレーニング
220
話しことば指導の技法
208
話しことばのコミュニケーション
198
話し手の気持ちを表す表現
54
話す・書くにつながる！日本語読解中級
59
話す・書くにつながる！日本語読解中上級
59
新訂版 話そう考えよう 初級日本事情
139
場面から学ぶ介護の日本語【教師用手引
き】
35
場面から学ぶ介護の日本語【本冊】 35
場面から学ぶ看護の日本語【教師用手引
き】
35
場面から学ぶ看護の日本語【本冊】 35
場面でおぼえる日本語
24
阪妻－阪東妻三郎の生涯（DVD）
150

ひ
東アジアにおける日本語観国際センサス
238
ビジネス技術 実用英和大辞典
170
ビジネス技術 実用和英大辞典
170
ビジネスケースで学ぶ日本語
9
ビジネスコミュニケーションのためのケ
ース学習（解説編）
31
ビジネスコミュニケーションの
ためのケース学習（教材編）
31
ビジネス情報の見方･読み方
36
ビジネス日本語テキスト①内定者編 34
ビジネス日本語テキスト②新入社員編 34
ビジネス日本語Drills
36

辞典 165～179

教師用参考書 183～251
17

★教材索引（五十音・アルファベット順）

助詞―「は」と「が」、複合格助詞、とり
たて助詞など―
54
日本語文法研究のフロンティア
212
日本語文法事典
177
日本語文法辞典〔上級編〕
53
日本語文法辞典〔中級編〕
53
日本語文法ハンドブック
192
日本語文法ファイル
212
日本語文末詞の研究
215
日本語への招待 (日本語版)
55
にほんごボランティア手帖
203
にほんごボランティア手帖 すぐに使え
る活動ネタ集
203
日本語丸暗記帳
32
日本語類義表現使い分け辞典
166
にほんごワークブック
49
日本語を教えたい人のためのはじめての
授業キット
155
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
155
日本語を教えるための第二言語習得論
入門
186
日本語を楽しく読む本
60
「日本語を話す私」と自分らしさ
235
日本語を分析するレッスン
206
日本語をペラペラ話すための13の秘訣
135
日本語を学ぶ／複言語で育つ
235
日本語を学ぶ人のための「上級読解」入門
60
にほんごをまなぼう
45
日本語を学ぼう2
45
日本語を磨こう
83
日本語を読むための七つの物語
135
日本語を読むための三つの物語
三島・谷崎・川端
136
日本思想におけるユートピア
59
日本手話で学ぶ 手話言語学の基礎 218
日本人がよく使う日本語会話お決まり表
現180
72
日本人と中国人とのコミュニケーション
234
日本人と働く
27
日本人の考え方を英語で説明する辞典
179
日本人の言語観とその未来
206
日本人の心がわかる日本語
137
日本人を知る
27
日本総論Ⅰ
137
日本で暮らす
27
日本統計学会公式認定 統計検定4級対応
資料の活用
248
日本統計学会公式認定統計検定3級対応
データの分析
248
日本日英併記アトラス
138
日本日英併記マップ
138
日本の映画史
59
日本のすがた 2017
140

ビジネス日本語オール・イン・ワン問題集
32
ビジネス日本語会話 商談・取引編
32
ビジネス日本語慣用表現200+50
32
ビジネス日本語基本単語360
33
ビジネス日本語教育の展開と課題
229
ビジネス日本語用例辞典
29
ビジネスのための日本語
33
ビジネスへの日本語
39
ビジネスマンのための実戦日本語
30
ビジネス用語集（改訂版）
36
必要なときに通じる旅行日本語
37
秘伝 日本語教育実習 プロの技
204
一橋日本語教育研究
251
人とつながり、世界とつながる日本語教育
241
人と人とをつなぐ
日本語クラスアクティビティ50
200
人の主体性を支える日本語教育
229
ひとりでできる初級日本語文法の復習 英
語版
55
ひとりでできる初級日本語文法の復習 中
国語版
55
独りで学べる日本語文法 改訂版
225
一人で学べるひらがなかたかな
94
人を動かす！実戦ビジネス日本語会話 34
人を動かす！ 実戦ビジネス日本語会話
中級1
33
人を動かす！ 実戦ビジネス日本語会話
中級2
33
比喩論
210
表現テーマ別 にほんご作文の方法
71
ひらがなおけいこ
89
ひらがなカード
156
ひらがな
90
カタカナ
90
ひらがなカタカナローマ字50音表
161
ひらがなことばカード
156
ひらがなとカタカナ
97
ひらがなローマ字50音表
161
ひらがなワークブック
90
「開かれた日本」の構想
242
開かれた日本語教育の扉
193
ひらけ日本語
17
ひらひらきらり
86
ひろこさんのたのしいにほんご
50

ふ
フィードバック研究への招待
218
複言語・複文化時代の日本語教育
230
複言語・複文化主義とは何か
241
副詞用例辞典
168
ふしぎな言葉の学
220
普遍性と可変性に基づく言語構造の構築
メカニズム
209
ブラジル人生徒と日本人教員の異文化間
コミュニケーション
234

日本語学習者用教科書 3～141
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ふりがな英和辞典(新装版)
166
ふりがな和英・英和辞典
166
ふりがな和英辞典（新装版)
166
ふれあいは国境を越えて
233
プログレッシブ英和中辞典（第5版） 169
プログレッシブ中国語辞典（第2版） 172
プログレッシブ独和辞典（第2版） 172
プログレッシブ仏和辞典（第2版） 173
プログレッシブ和英中辞典
169
プロジェクトワーク
202
プロフィシエンシーを育てる
199
ぶんカード
156
文学の世界
154
文化初級日本語 テキスト改訂版
18
文化中級日本語
18
文化と状況的学習
233
文化と歴史の中の学習と学習者
232
文化の理解と言語の教育
191
文章と文体
210
文章を理解するとは
220
文法・談話研究と日本語教育の接点 210
文法が弱いあなたへ
56
文法コロケーションハンドブック
211
文法の基礎知識とその教え方
196
文法まとめリスニング 初級１
65
文補語標識「こと」「の」の意味的相違に
関する研究
213
文脈をえがく
213
分野別カタカナ語彙トレーニング
85
分野別にほんごシリーズ
152
分類語彙表
209

へ
ペアで覚えるいろいろなことば
86
平安の文化と貴族の世界
145
平家物語
147
平家物語 人物紀行 ①清盛の光と影 148
平家物語 人物紀行 ②物語を彩る女性た
ち
149
平家物語 人物紀行 ③悲劇の脇役たち
149
平家物語 人物紀行 ④源氏のつわものた
ち
149
平家物語 人物紀行 ⑤平家最期の一日
149
平成16～18年度日本語能力試験
試験問題と正解
124
平成19年度日本語能力試験分析評価に
関する報告書
227
平成20年度日本語能力試験分析評価に関
する報告書
227
平成28年度 日本語教育能力検定試験
試験問題
225
平成21年度日本語能力試験（第1回・第2回）
分析評価に関する報告書
227
別冊英語訳 かんじ だいすき（四） 47
別冊英語訳 かんじ だいすき（五） 47
別冊英語訳 かんじ だいすき（六） 47
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ペラペラ日本語 おしゃべりフリートーキ
ング360（初中級）
75

ほ
方言学
205
ポケットに入る日英中会話ハンドブック
75
ポケットプログレッシブ 韓日・日韓辞典
第２版
170
ポケットローマ字和英辞典
170
星の王子さま 澤登翠朗読CDブック
66
ポップカルチャー NEW&OLD
5
煩悩の文法［増補版］
246

ま
毎日の聞きとり50日
68
毎日の聞きとりplus40
68
毎日練習！リズムで身につく日本語の発
音
66
マイノリティの社会参加
242
枕草子
147
まちおこしの風景
245
まとまりを作る表現―指示詞、接続詞、の
だ・わけだ・からだ―
54
まとめノート 敬語と言葉のきまり 85
まとめノート 国語基本語１２００ 85
学びの発見
236
学びやすい日本語
24
学ぼう！にほんご
15
マリアとケンのいっしょににほんご 48
まるごと 日本のことばと文化
7
まるごとビジネス日本語初級
32
マルチメディア語学学習教材の開発と評
価
187
マルチメディアと日本語教育
233
マレーシア語・ミャンマー語・フィリピノ
語版日本語単語スピードマスター
STANDARD2400
79
マンガで学ぶ日本語会話術
73
マンガで学ぶ日本語上級表現使い分け100
82
マンガで学ぶ日本語生活編
81
マンガで学ぶ日本語表現と日本文化 多辺
田家が行く!!
137
マンガで学ぶ日本語文化編
81
マンガでわかる実用敬語 初級編
29
満々日本語
8
万葉集
148

み
緑の日本語学教本
205
耳から覚える日本語能力試験
文法トレーニング
111
耳から覚える日本語能力試験 語彙トレー
ニングN1
111
耳から覚える日本語能力試験語彙トレー
ニングN3
111
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め
明鏡国語辞典

174

も
文字の宝島
160
文字表記と日本語教育
216
もしも…あなたが外国人に
「日本語を教える」としたら
230
もっと 中級日本語で挑戦！スピーチ＆
ディスカッション
77

や
やさしいカタカナ
やさしい日本語指導
やさしい日本語 初級 Ⅰ
やさしい日本語のしくみ
やさしいひらがな

89
187
78
205
89
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ヤングのための日本語

45

れ
ゆ
許すな！ 悪文と不正確発音

206

よ
ようこそ！さくら小学校へ ～みんな
なかまだ～
47
ようこそ！台湾！超実用！飯店基礎日語
76
よく使われる新聞の漢字と熟語
96
よくわかる常用漢字
97
四字熟語グラフィティ
210
読む力 中級
59
読む力 中上級
59
読める書ける中級漢字
87
4コママンガでおぼえる日本語
81
読んで伝えよう【１】
146
読んで伝えよう【２】
146

り
リビングジャパニーズ
6
留学生アドバイジング
237
留学生担当者の手引 受入れ編 1995年
239
留学生担当者の手引 送り出し編 1991年
239
留学生と異文化間コミュニケーション
239
留学生の12か月
50
留学生のためのアカデミック・
ジャパニーズ 聴解 中級
66
留学生のためのアカデミック・ジャパニー
ズ 聴解 上級
66
留学生のためのアカデミック・
ジャパニーズ 聴解 中上級
66
留学生のための漢字の教科書 初級300 91
留学生のための漢字の教科書 中級700 91
留学生のための漢字の教科書 上級1000
91
留学生のためのケースで学ぶ日本語 40
留学生のための現代日本語読解
60
留学生のためのここが大切文章表現の
ルール
42
留学生のための時代を読み解く上級日本
語 第2版
42
留学生のためのジャーナリズムの日本語
42
留学生のための
大学の授業へのパスポート
43
留学生のための読解トレーニング
63
留学生のための分野別語彙例文集 第2版
86
〔改訂版〕留学生のための論理的な文章の
書き方
42
琉球諸語の保持を目指して
242
旅遊随身辞典
76
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例解辞典
禮貌日語
レベル別日本語多読ライブラリー
レポート・論文の書き方
レポート・ライティング
連語を使おう

165
85
57
249
26
83

ろ
ろう者から見た「多文化共生」
242
ローマ字 大阪ことばの話し方
76
ローマ字日本語6週間
55
ローマ字日本語の話し方
77
ロールプレイで学ぶ会話
77
ロールプレイで学ぶ中級から上級への日
本語会話
77
ロールプレイで学ぶビジネス日本語 34
ロールプレイとシミュレーション
203
ロシア語ミニ辞典
173
論文作成のための文章力向上プログラム
40

わ
ワークブック 日本語の歴史
和英：日本の文化・観光・歴史辞典
わかって使える日本語
「わからないことは希望なのだ」
わかりやすい日本語
わかる！ 話せる！
日本語会話基本文型88
わかる!! 日本語教師のための
応用認知言語学
わかるビジネス日本語
わくわく文法リスニング99
和西辞典（改訂版）
私たちの日本語
私たちの日本語研究
わたしの考える日本語教育
わたしのにほんご
わたしの文法ノート 初級

218
169
15
241
213
72
221
29
68
171
205
205
187
74
22

Ａ
AJALT (年刊)
250
All About Particles
52
AN INTRODUCTION TO
CLASSICAL JAPANESE
42
An Introduction to Japanese Grammar and
Communication Strategies [Revised
Edition]
53
AN INTRODUCTION TO MODERN JAPANESE 8
Aspects of Japanese Society
138
AUDING
194

Ｂ
BASIC FUNCTIONAL JAPANESE
8
Basic Japanese for Expats
32
Basic Japanese for Students はかせ 42

辞典 165～179
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★教材索引（五十音・アルファベット順）

耳から覚える日本語能力試験 聴解トレー
ニングN3
112
耳から覚える日本語能力試験 聴解トレー
ニングN4
112
未来を創ることばの教育をめざして 228
みんなの日本語初級
14
みんなの日本語初級 やさしい作文
71
みんなの日本語初級Ⅰ 第2版 漢字
94
みんなの日本語初級Ⅰ 第2版 初級で読め
るトピック25
61
みんなの日本語初級Ⅰ 聴解タスク25 66
みんなの日本語初級Ⅰ 会話DVD
149
みんなの日本語初級
13
みんなの日本語初級Ⅰ 第2版
絵教材CD-ROMブック
157
みんなの日本語初級Ⅰ 第2版 漢字練習帳
94
みんなの日本語初級Ⅱ 第2版 絵教材
CD-ROMブック
158
みんなの日本語初級Ⅱ 第2版 初級で読め
るトピック25
61
みんなの日本語初級Ⅱ 会話DVD
149
みんなの日本語初級Ⅱ 第2版 漢字練習帳
94
みんなの日本語初級Ⅱ 聴解タスク25 66
みんなの日本語初級Ⅰ 第2版
書いて覚える文型練習帳
98
みんなの日本語初級Ⅱ 第2版
書いて覚える文型練習帳
98
みんなの日本語初級Ⅱ 第2版 漢字
94
みんなの日本語初級Ⅰ 第2版
導入・練習イラスト集
158
みんなの日本語初級Ⅱ 第2版
導入・練習イラスト集
158
みんなの日本語中級Ⅰ
14
みんなの日本語中級Ⅰ くり返して覚える
単語帳
85
みんなの日本語中級Ⅱ
14
みんなの日本語中級Ⅱ くり返して覚える
単語帳
85

BASIC KANJI BOOK VOL.1
BASIC KANJI BOOK VOL.2
［新版］BASIC KANJI BOOK VOL.1
［新版］BASIC KANJI BOOK VOL.2
BJTビジネス日本語能力テスト
読解実力養成問題集
BJTビジネス日本語能力テスト
聴解・聴読解実力養成問題集
BJTビジネス日本語能力テスト
模試と対策

95
95
95
95
33
33
26

Ｃ
CATCHY JAPANESE PHRASES
CD 環境・科学・教育 ２
CD 初級日本語１～８
CD生活とことば ２
CD生活とことば 2000題 質問付き
Coming to Japan
Common Japanese Collocations
COMPACT JAPANESE
COURS DE JAPONAIS

32
152
152
152
152
37
83
23
19

CRASH COURSE JAPANESE FOR BUISINESS
29
CURRENT JAPANESE
19

Ｄ
DOSBoxPortable_DRK4
DVD-Videoシリーズ
DVD実験音声学
DVD新・はじめての日本語教育
DVDで学ぶ ひらがな一週間
DVDで学ぶ日本語 エリンが挑戦！
にほんごできます。
DVDビデオ音声学

152
149
145
183
95
151
146

Ｅ
ESSENCE OF JAPANESE

160

Ｊ
J.Bridge for Beginners Vol.1
19
J.Bridge for Beginners Vol.2
19
J.Bridge 新装第2版
19
Japanese Culture
27
JAPANESE FOR BUSY PEOPLE
Revised 3rd Edition
6
Japanese for Hotel Staff
26
Japanese for Professionals
30
JAPANESE FOR YOUNG PEOPLE
45
Japanese Industry
27
Japanese Kanji Flashcards Series 2 Vol.3
102
Japanese Kanji Flashcards Series 2 Vol.3
155
Japanese Kanji Flashcards Series 3 Vol.1
102
Japanese Kanji Flashcards Series 3 Vol.1
155
Japanese Kanji Flashcards Series 3 Vol.2
102
Japanese Kanji Flashcards Series 3 Vol.2
155
Japanese Key Expressions
for Business
27
JAPANESE LANGUAGE PATTERNS
19
J-CATオフィシャルガイド
228
JLPT N1级 语法 新完全掌握必背句型123
118
JLPT N2级 语法 新完全掌握必背句型198
118
JLPT N1  新
123
118
JLPT N2  新
198
118
Jポップの日本語研究
245

N1 読む（文章の文法・読解）
126
N2 聞く（聴解）
126
N2読解問題55＋
122
N2 文のルール（文字・語彙・文のルール）
126
N3 聞く（聴解）
126
N3読解問題55＋
122
N3 文のルール（文字・語彙・文の文法）
126
N3 読む（文章の文法・読解）
126
N5 読む（文字・語彙・文法）
127
NEJ：A New Approach to Elementary
Japanese＜vol.1＞
5
NEJ：指導参考書
5
NHK きょうの料理 男の料理100選 150
NHK きょうの料理100選
150
ＮＨＫ日本語発音アクセント新辞典 165
NIE実践ワークブック
70
NIHONGO ACTIVE TALK
37
NIHONGO Breakthrough
26
NIHONGO EXPRESS
28
NIHONGO FUN & EASY
73
NIHONGO NOTES
136
Nine-House Kanji Quiz
87
Now You're Talking!
76

Ｐ
POCKET JAPANESE
37
PRACTICAL KANJI 基礎500漢字 Vol.1 87
PRACTICAL KANJI 基礎500漢字 Vol.2 87

Ｓ
SITUATIONAL FUNCTIONAL JAPANESE
20
SITUATIONAL FUNCTIONAL JAPANESE
教師用アイデアブック
20
SNG パスポート数学Ⅰ（文,理系）
40
SNG パスポート数学Ⅱ（理系）
41
Some Informational Dimensions of
Embedding in Japanese
221

Ｋ
Ｆ
Finding JAPAN
FORMAL EXPRESSIONS FOR JAPANESE
INTERACTION

138
75

KANA CAN BE EASY
Kana Flashcards
KANJI IN CONTEXT
KANJI LOOK AND LEARN
KANJI PUZZLES & QUIZZES

92
155
92
92
92

Ｇ
Getting Along with the Japanese
Getting Closer to Japan

27
27

Ｈ
HELLO JAPANESE

Ｌ
LIVE from TOKYO
Living in Japan

65
27

44

Ｍ
Mengerti Bahasa Dan Budaya Jepang 139

Ｉ
ICTの活用 第2版
200
INTERMEDIATE KANJI BOOK
95
INTRODUCTION TO CLASSICAL JAPANESE,AN
42
INTRODUCTION TO MODERN JAPANESE,AN 8
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Ｎ
N1 聞く（聴解）
126
N1読解問題55＋
122
N1 文のルール（文字・語彙・文のルール）
126
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Ｔ
Talking Silents
149
TEACH JAPANESE
202
The Great Japanese 30の物語 中上級
59
The Kodansha Kanji Dictionary
175
The Kodansha Kanji Learner's Course
175
The Kodansha Kanji Learner's
Dictionary: Revised and Expanded175
The Kodansha Kanji Synonyms Guide 168
The Kodansha Kanji Usage Guide
168
Tokyo発体験的にほんご会話
78
TRY！日本語能力試験N1
103
TRY！日本語能力試験N2
103
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★教材索引（五十音・アルファベット順）

Ｖ
Virtual Hiragana Class in One Week 95
Voices From Japanありのままの日本を知
る・語る
73

Ｗ
WADAIKO
64
WEEKLY J BOOK1
37
Weekly J for Starters1
38
White Rabbit Press Kana Poster
161
White Rabbit Press Kanji Poster v3
161
Working in Japan
27
Write Now!
93
Writing E-mails in Japanese
70
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著者索引
あ
アークアカデミー
91,108,222,224
アークアカデミー梅田校
224
相場康子
110,111
青木香澄
232
青木幸子
100,115,116
青木順子
236
青木俊憲
131
青木直子
232
青柳方子
118,119
青山美佳
92
青山豊
132
赤木浩文
11,12,64,66
赤木彌生
228
赤瀬川史朗
220
赤塚伊三武
206
アカデミー・オブ・ランゲージ・アーツ
128
アカデミック・ジャパニーズ研究会 39
秋永一枝
178
秋元美晴
56,63,86,223
秋山高二
235
秋山信子
37,38
阿久津智
95,209
浅倉美波
109
浅野百合子
195
浅野陽子
65,124
浅見かおり
200
浅山友貴
214
アジア学生文化協会
134
アジア学生文化協会留学生日本語コース
118
葦原恭子
81
アスク出版
37
アスク出版編集部
51,106,107,108
足立章子
56,96,202
足立祐子
203
アニタ・ゲスリング
72
阿部二郎
210
阿部新
70
安部達雄
201
阿部比呂子
82,111
阿部祐子
145
阿保きみ枝
119
アメリカ・カナダ大学連合日本研究センタ
ー
75,92
鮎沢孝子
208
荒井直美
187
新井弘泰
222
荒川洋平
165,219,221,230
新城直樹
201
荒巻朋子
75,120,214
有賀千佳子
86,204

日本語学習者用教科書 3～141
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有川友子
234
在里寛司
169
有田佳代子
189,201
有田聡子
72,73,100,101,115,116
有馬俊子
22,23,192,233
有山優樹
96
クロード・レヴィ アルヴァレス
173
アルク日本語書籍編集チーム
222
アルク日本語書籍編集部
155
アルク日本語編集部
222
粟野真紀子
184
安藤栄里子
82,111
安藤節子
11,12,54
アンドレイ・ベケシュ
59
アントワーヌ・ド・サンテグジュペリ 66
アン松本スチュワート
90

い
飯島ひとみ
158
飯嶋美知子
82,90,91,111,113
イーストウエスト日本語学校
129
飯塚睦
106
井江ミサ子
109
庵功雄7,42,54,186,192,205,210,212,219
226,228
イ・キョンスク
74
池尾スミ
194
池上摩希子44,48,50,71,203,232,234,239
242
池田順子
38
池田朋子
187
池田広子
33,185
池田優子
208
池田悠子
183,187,188,222,224
池田庸子
8,92
池田理知子
240
池田玲子
31,197,232
池田廉
169
猪崎保子
202,203
伊佐治康成
128
石井勲
175
石井恵理子
95,191,242,243
石井敏
240
石井奈保美
191
石井弘子
8
石井怜子
12,118,119
石川和美
43
石川智
5,6,51,59,89
石川慎一郎
210
石黒圭
42,63,186,201,216,222
石黒武人
240
石黒忠昭
169
石毛順子
185
石崎晶子
109
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石澤徹
197,198
石沢弘子
9
石塚久与
77
石田小百合
157
石田敏子
185,193,194
石塚茂清
172
石塚正英
247
石橋玲子
185,199,210
井島正博
174
石村光資郎
248
石村貞夫
248
石村友二郎
248
泉原省二
166,187
和泉新
175
磯山真紀
197
板井美佐
214
市川綾子
109
市川保子
190,214,215
一木達彦
172
市嶋典子
229
一般社団法人 国際交流＆日本語支援Y 30
伊東克洋
110,111
伊藤かんな
86
伊東祐郎
185,199,232,243
伊藤とく美
75
伊藤典子
197
伊藤博子
20
伊藤博文
183
伊藤雅光
245
伊藤美和子
232
伊藤芳照
24,96
糸川優
63
イ・ドングン
84
稲垣滋子
97
伊奈垣圭映
167
稲子あゆみ
13
稲原教子
9
稲村真理子
39
犬飼康弘
41
井上和子
214
井上進
236
伊能裕晃
119,131
猪鼻孝之
139,152,153
猪原敬介
217
イハーブ・アハマド・イベード
169
伊吹早耶香
198
今井新悟
165,220,228
今井幹夫
172
今川和
111
今澤悌
48,231
今田滋子
97,195
イヨンスク
228
岩崎陽子
90
岩佐靖夫
60
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28
43
7,224,226
73
206
125
174
53,84
243
129,132

遠藤藍子
4
遠藤織枝
190
遠藤樹子
83
遠藤千鶴
59
遠藤宏子
50
遠藤ゆう子
114,115
遠藤由美子
114,115,187,224
円満字二郎
168
エンリーケ・コントレーラス
171

お
う
ヴァージル藤本典子
ウイングネット
植木香
植田幸子
上野潤子
上野直樹
上原永子
上原由美子
植松真由美
植松容子
ウォーカー泉
宇佐美まゆみ
宇佐美洋
牛窪隆太
牛米節男
氏原庸子
歌代崇史
歌原祥子
内田安伊子
内田紀子
宇都宮裕章
内海成治
内海美也子
宇野聖子
馬原亜矢
梅田厚
梅田泉
梅田康子
宇留野聡美
上野善道
海野和子
海野文男

9
129
118,127
118
85
233
221
37
33
201
191
183
217,229
231
121
52,53,99,100
196
109
61
61,66,231
220
236
193
247
85
138
68,69
202
129
174
170
170

え
エイ・エフ・エス日本協会
エスアイケイアイ出版部
江副勢津子
江副隆秀
エディザル
エバニチ堀越厚子
海老原恭子
海老原ちぐさ
海老原峰子
江守賢治
江森祥子
惠谷容子

49
250
194
9,93,190
139
197
28
38
187
175
5,6,51,89
82,111
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欧州評議会言語政策局
241
王占華
172
桜美林大学
250
桜美林大学日本語プログラム「グループさ
くら」
196
旺文社
112
大神智春
95,191
大賀正喜
173
大木充
235
大木理惠
70
大久保伸枝
59
大久保雅子
65
大久保理恵
116
大蔵守久
48,49,50
大越美恵子
175
大阪YWCA／岡本牧子・氏原庸子 84,166
大﨑伸城
65
大隅敦子
187
大関浩美
186,218,221,224
太田達也
172
大谷晋也
245
大谷つかさ
71
大谷みどり
65
大田美紀
187
太田裕子
230,243
太田陽子
213,214
太田淑子
68
大塚純子
98
大塚裕子
220
大手町ランゲージグループ
32
大西貴世子
232
大西拓一郎
205
大西晴彦
197
大野純子
118,119
大野裕
8
大原由美子
210
大場理恵子
115,117
大渕裕子
204
大森雅美
155,184
大矢根祐子
121
大山万容
241
岡まゆみ
5,6,51,61,89
岡崎志津子
67
岡崎敏雄
197,231,232
岡崎智子
155
岡﨑友子
206,218
岡崎眸
197,232
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岡崎洋三
232
岡田英夫
223,225,229
岡田浩樹
230
岡田みさを
215,233
岡田美也子
147,148
緒方由希子
73
岡野喜美子
98
岡野志津子
77
岡部麻美子
26
岡部真理子
153
岡部朗一
240
岡村佳代
72
岡本佐智子
223
岡本輝彦
21
岡本能里子
109,110
岡本牧子
52,53,99,193
小川邦彦
92
小川茂夫
29
小川貴士
232
小川誉子美
54
小河原義朗
185,200,208
沖廣一
188,222
荻田朋子
71
沖田弓子
40
沖森卓也
205,207,209,210,211,217
荻原稚佳子
75,178
奥澤美佐
188,222, 224
奥田純子
59,232
奥津敬一郎
55,214
奥野由紀子
8,65
小熊利江
207
奥村訓代
237
奥村圭子
166
奥村真希
28,29,81
奥村三菜子
186
奥山駆
128
奥山貴之
63
尾﨑明人
191,232
長田紀子
43
尾関史
44,229,235
『オタジャパ！』製作委員会
52
御舘久里恵
203
小田勝
177
落合知春
96
お茶の水女子大学日本言語文化学研究会
221
尾辻恵美
242
小野恵久子
59,75
尾上正紀
59
小野田知子
74
小野塚若菜
32,101
小野寺和夫
172
小野寺志津
74
小野正樹
82,215
小原亜紀子
112
小原千佳
200
恩村由香子
183
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★著者索引（五十音・アルファベット順）

岩澤みどり
岩下恵子
岩田一成
岩田夏穂
岩田美穂
岩田洋子
岩淵悦太郎
岩見智恵子
岩見宮子
インターカルト日本語学校

か
(財)海外技術者研修協会10,11,93,94,149
157,166
海外産業人材育成協会（AOTS）
35
外国人留学生問題研究会(JAFSA)
239
海保博之
190
甲斐睦朗
17
甲斐利恵子
148
抱井尚子
249
嘉数勝美
243
柿木重宜
18,220
学習技術研究会
247
郭俊海
191
郝麗敏
32
葛西ことばのテーブル
44,45,145
笠井淳子
80
梶井恵子
215
鹿島央
208
柏崎秀子
190
柏崎雅世
98,166
加瀬次男
207
片岡パトリシア
139
片桐史尚
60
何丹芝
187
学校法人KCP学園KCP地球市民日本語学校
88,95
加藤清方
29,81,193
加藤早苗
37,38,122,123
加藤徹
147
加藤紀子
157
加藤文
56,197
加藤由紀子
86
加藤好崇
183,230
門倉正美
75,232
門脇薫
71
門脇誠一
170
金成フミ恵
106
金子栄美
139
金子史朗
73
金子広幸
28,200
兼子正勝
173
金田純平
205
金田智子
56,197,203,232
金田弘
206
金庭久美子
8,65
加納千恵子
71,95,191,192
蒲谷宏
26,193,200,245,246
鎌田修
8,65,198,199
鎌田美千子
41,196,248
釜渕優子
29,81
紙谷幸子
34,65,66
神谷妙子
52,60
神山由紀子
65
神吉宇一
228,230,231
亀田仁
202
亀田美保
6,145
茅野直子
52,56
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唐澤和子
106
刈谷仁美
158
河合瑞恵
86
川上郁雄
232,235,241,242
川口さち子
67,98
川口義一
190,193,198,201
川口良
16
川越菜穂子
158
川崎直子
197,198
河住有希子
91
川瀬生郎
23,24,68,197
川竹英克
173
河野桐子
85
河野俊之 64,185,194,197,200,202,208
222
河野麻衣子
64
河野優子
232
川端葉子
52
川原拓雄
171
川村千絵
95
川村宏明
199
川本かず子
184
川本信幹
148
河原崎幹夫
68,96,197
河原崎めぐみ
96
韓国・金星出版社
170
韓国日本語学会
7
関西外語専門学校
21
神崎道太郎
124
神田靖子
83,220
菅野章子
53
菅野裕臣
171
干乃明
172
カンピラパーブ・スネート
236

き
キア・シェリーン
木内良行
木上伴子
木川和子
菊岡由夏
菊池恵子
菊池民子
菊池富美子
菊地義明
北川逸子
北川幸子
北嶋千鶴子
木谷朝子
北原保雄
北村貞幸
北村優子
北村曜子
北脇保之
木戸貴美
衣川隆生
木下久美子
木下謙朗

32
173
106
21
232
93
37,117
3,95,115,116
170
66
71
122
130
43,174,177
33,34,65,66
116
38
242
63
192,203
8,84
80
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木下由紀子
222
木林理恵
101,117
木原郁子
64
木部暢子
207
キム・スクザ
138
キム･ジヨン
84
キム・ソンヘ
7
キム・ソンリ
7
金東奎
245
金孝卿
31
キム・ヒョンジュ
84
金年泉
171
金龍男
202
木村匡康
208
木村哲也
242
木村典子
118,119
木村一
207
木村宗男
195,198
木村義之
213
木山三佳
109
(公財)京都日本語教育センター
58
清島千春
99,100
桐生新子
67
黄麗雪
16
金田一春彦
178

く
久木田恵
16
久木元恵
115
草野宗子
11,12,121
串田真知子
64,93
工藤節子
197,202,203
久野暲
214
久芳里奈
115
久保川尚子
172
久保田美子
197
隈井正三
167
熊谷高幸
206
熊谷由理
190,228,235
熊谷明泰
171
熊田道子
63
久米昭元
239,240
久米裕子
236
公文公
178
倉品さやか
79,80,81
倉地曉美
191
藏中さやか
5
倉八順子
70,83
倉持和菜
89
倉持保男
174,195,197
栗原祐美
76
栗山冨子
161
グループPTI
224
グループイレブン
82
グループ・ジャマシイ
165
来栖里美
119
クレイグ・ショードロン
204
黒岩しづ可
72,100,101,116
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け
計量国語学会
ケネスＧボストン
ケン・カミハバ

205
6
75

こ
小池和良
171
小池正平
97,125,126
小池浩子
235
小池真理
41
小池ゆかり
171
小泉保
214,220
小出詞子
196
小出詞子著作集編集委員会
196
小出慶一
60,24
高恩淑
219
公益財団法人 矢野恒太記念会 139,140
公益社団法人 国際日本語普及協会 28,64
87
高向山
236
江後千香子
40
郷司幸子
33,76
甲田直美
220
幸田弘子
148,149
講談社USA
168
講談社インターナショナル
138
上妻直博
87
近藤純子
89
鴻野豊子
184,201
洪珉杓
234
高民定
218
黄明侠
213
コーベニ澤子
6
小柏有香
56
古賀千世子
94
古賀裕基
90
一般財団法人 国際教育振興会 日米会話
学院 日本語研修所
33
国際研修協力機構
31
（社）国際厚生事業団
31
一般社団法人 国際交流＆日本語支援Y 30
31
国際交流基金 122,123,124,125,151,167
202,226,227,250
国際交流基金関西国際センター 34,38,77
国際交流基金日本語国際センター 23,24
55,68,77,96,167,202
国際日本語研修協会
187,188
公益社団法人 国際日本語普及協会 6,30
31,45,46,47,160
国書日本語学校
113,114
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国立国語研究所198,205, 209,210,237,238
239,246
小島俊明
66
小島祥美
234
牛頭哲宏
48
ことばと文化の教育を考える会
195
小西いずみ
212
小西正子
67,77
小西玲子
65
此枝恵子
190
小林悦夫
243
小林典子
68,69,82,192,214
小林ひとみ
28,117
小林ミナ
26,203,215,222,230
小林幸江
48
駒井明
42
小松由佳
70
五味太郎
160,210
小道迷子
236
五味政信
186,193
小宮全
130
小室リー郁子
64
小森和子
168,217
小森万里
51
小柳かおる
219
小谷野美穂
119
小山悟
19,201
近田由紀子
234
近藤安月子
168,213
近藤彩
31
近藤いね子
169
近藤純子
5,6,51
近藤扶美
75
近藤ブラウン妃美
186
近藤政美
175
近藤有美
197

さ
西郷英樹
西條美紀
才田いずみ
斎藤明子
齋藤孝
斎藤忠
齋藤伸子
斎藤仁志
齋藤ひろみ
齊藤眞理子
齋藤美幸
齋藤守臣
斎藤裕子
斉藤祐美
斎藤純男
在間進
崔美貴
蔡茂豊
斉山弥生
サウクエン・ファン

199
232
24
118,119
155
130
202
74
48,231,234,242
75
122,123
232
83,168
202
208
172
112
231
40
218
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佐伯玲子
99,100
三枝令子
54
佐尾ちとせ
83
境一三
172
酒井憲二
174
酒井順一郎
187
酒井たか子
192
酒井優子
56
酒井裕
208
酒井理恵子
74
榊原邦彦
178
坂口和寛
215
阪田雪子
195,214
坂田麗子
202
坂野貞夫
27
坂本正
56,62,185,197,198,210,219
坂本舞
37,38
坂本勝信
110,111,197
坂本まり子
12,214
坂本光代
230
坂本惠
18,43,193
作田奈苗
115
佐久間勝彦
193
佐久間良子
36,53,84,127
桜井隆
60,232
櫻井直子
186
桜井晴美
20,21
桜木和子
204
桜木俊行
240
桜木紀子
204
迫田久美子
184,191,199,214,232
佐々木薫
11,12,65
佐々木仁子 81,91,102,103,104,105,106
佐々木瑞枝
40,75,118,131,138,190
佐々木倫子
193,229,232,242
佐々木嘉則
221
笹原宏之
174
佐竹夕起子
158
定延利之
199,205,223,230,246
札幌にほんごの会
24
佐藤千史
167
佐藤恵美子
239
佐藤郡衛
48
佐藤慎司
190,228,230,235
佐藤卓
155
佐藤琢三
210,212
佐藤智明
249
佐藤友子
166
佐藤尚子
91
佐藤紀生
88
佐藤不二子
42
佐藤正則
187,222
佐藤政光
71
佐藤由紀子
83
佐藤佳子
88
眞田和子
194
真田信治
205,223
猿橋順子
249

辞典 165～179

教師用参考書 183～251
25

★著者索引（五十音・アルファベット順）

黒江理恵
100,101,115,116
クロード・ロベルジュ
208
黒川美紀子
73
黒木朋興
247
黒﨑典子
77,96
桑原里奈
117,101

澤田幸子
61,70,76,193
澤登翠
66
沢野美由紀
211
サンアカデミー日本語センター
9
三省堂編修所
173,178
三登由利子
232
産能短期大学
60

し
椎名和男
187,231
椎名和男教授古希記念論文集刊行委員会
237
ジェイ・ルービン
135
塩川絵里子
115,116
塩田安佐
118,119
重川明美
61
重野純
219
重野美枝
33,55
繁森英幸
236
宍戸通庸
195
施秀青
16
鎭目怜子
26
品川恭子
8,92
品田潤子
27
篠崎大司
137,198,224
篠﨑佳子
32,80
東雲裕子
225
篠原亜紀
64
篠原征子
172
芝薫
158
柴田幸子
232
柴田武
174
柴田正子
68
澁川晶
27,29,42,131
渋谷外語学院
123
渋谷勝己
214
渋谷実希
201
渋谷幹子
106
渋谷道子
38
渋谷恵
236
島恭子
32
嶋田和子
4,5,22,65,96,199
島田徳子
203
島田めぐみ
27,29,131
嶋ちはる
231
嶋津拓
231
嶋津百代
232
島野節子
85
島本基
168
島守玲子
19
清水澤子
43
清水崇文
75,199,219,246
清水知子
115,117,120
清水正幸
63
清水百合
95,191
清水佳子
54
志村三喜子
93
志村ゆかり
201
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下地理則
242
ジャイメ・コエーリョ
173
ジャイルズ・マリー
135,136
ジャネット・アシュビー
135
ジャパンタイムズ
117
ジャパンフジインターナショナルスクー
ル
87
謝美珍
16
宿谷和子
10
朱桂栄
185
シュテファン・カイザー
20
郇凌昊
130
ジョイス・ミタムラ
90
城生佰太郎
145,146,207
小学教育研究会
92,93
小学館
170,172
庄司香久子
83,135
鐘芳珍
172
ジョーン・J・エリクソン
25
ジョ・ナムソン
84
ショレー・ジャン
19
白井恭弘
186,221
白石大二
165
白石知代
116
白岩美穂
171
白川博之
192
白�悟
237
新JLPT研究会
106,107
新内康子
9,230
進研アカデミーグラデュエート大学部
248
陣条和榮
167
新内康子
9
新屋映子
214
新矢麻紀子
94,232

す
スー・A・川島
スーザン・マスト
末田清子
末永サンドラ
末松和子
菅沼祥子
菅谷奈津恵
杉浦啓子
杉浦千里
杉田恵美子
杉原バーバラ
杉原正勝
杉村和枝
杉本武
杉本達夫
杉本裕之
杉本ろここ
杉山ますよ
杉山眞弓
鈴木英子
鈴木恵美子

52
73
249
230
43
125
221
63
74
63
96
68
67
214
172
169
214
115,117,119
38
88,119,155,184
38
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鈴木加珠子
110,111
鈴木健司
107
鈴木理子
229
鈴木忍
23,68,195
鈴木孝明
212
鈴木孝恵
12
鈴木智美
166,209
鈴木紳郎
187,188,222
鈴木伸子
223
鈴木英子
118,119
鈴木正子
199
鈴木真理子
75
鈴木美希
117
鈴木睦
198
鈴木裕子
186
鈴木有香
56
須田將昭
189,222
砂川裕一
59
砂川有里子
59,157,210,217
須見恵二
35
角谷佳奈
73
スリーエーネットワーク 13,14,85,149
157,158,166
諏訪功
172

せ
『生活の漢字』をかんがえる会
88
清ルミ
29,72,193
牲川波都季
232
瀬川由美
33,34,65,66
関綾子
83
関かおる
55
関正昭
9,191,192,230
瀬戸口彩
109
瀬戸賢一
169
世良明美
85
世良時子
224,236
泉子・K・メイナード
53
全国日本語教師養成協議会
193
専修大学国際交流センター
11,12
千駄ヶ谷日本語教育研究所 15,121,122
193
仙田武司
203
仙波千枝
60

そ
総合学習指導研究会
曹紅荃
創作集団にほんご
副島昭夫
ソーヤーりえこ
曾我松男
蘇紅
園山大祐
徐珉廷
ソンミカンザ
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85
196
137,141
214
233
94
217
236
218
74
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第9回国際日本語教育・日本研究シンポジ
ウム大会論文集編集会
229
大修館書店編集部
178
大新書局編集部
16,76
大盛堂書房出版部
95
大知春華
3
第二言語習得研究会
251
高垣敏博
171
高木光太郎
48
高木佐知子
220
高木美嘉
201,245
髙木美穂
119
高岸雅子
158,159
高島淑郎
170
髙田亨
94
高田智和
165
高塚洋太郎
173
高津正照
16
高梨克也
248
高梨信乃
192
高野フミ
169
高橋恵利子
208
高橋恭子
16,55,76,77,167,170
高橋鋼一
40,41
高橋紗弥子
42
高橋純子
68,69
髙橋純子
77
高橋武智
59
高橋尚子
72,73,100,101,115,116,117
高橋秀雄
89
高橋寛
16,76,77,167,170
髙橋舞
242
高橋麻奈
26
高橋美和子
12,93,175,202
高橋盛雄
170
高橋優子
158
高橋陽子
135
高畠智美
91
高見健一
214
高見智子
9,228
高見澤孟
27,183
高本佳代子
158
高屋敷真人
6
田川麻央
119
田桐正彦
173
拓殖大学留学生別科
17
田口典子
11,12,145
田窪行則
212
竹内 誠
145
竹内博子
24
武一美
40,202
武信彰
172
竹沢美樹
112
竹下裕子
235
武田明子
94
竹田悦子
59
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武田勝昭
武田聡子
竹田茂生
竹田慎吾
武田みゆき
竹中弘子
武部良明
田崎敦子
田崎勝也
田嶋香織
田島弘司
田島宏
田代ひとみ
田立いずみ
太田裕子
立原雅子
龍見雄作
舘岡洋子
田所直子
田中章夫
田中敦子
田中薫
田中幸子
田中里実
田中慎也
田中望
田中則明
田中春美
田中牧郎
田中真理
田中祐輔
田中よね
棚橋明美
田辺和子
田辺律子
谷啓子
谷口すみ子
谷口真生子
谷道まや
田野村忠温
田場早苗
玉置亜衣子
玉田健二
玉村千恵子
玉村文郎
多門靖容
田山のり子
多和田眞一郎

156
56,124,137
247
116
70,76
95
87,216
219
249
92
82
173
120,214
7
235
96
75
26,192,229
83
55
40
241
71,202,203
90
242
63,124,236,245
32,33,75
204
217
70
228
61,66
72,117,223
63,71
128
4,44
13
169
20,50
211
232
204
173
62
22,62,166
210
43
191

ち
チェ･ウニョク
7
千島昭宏
248
因京子
40
茅野直子
52
千葉裕子
222
チャールズ・ドゥ・ウルフ
245
チャン・ハンビョル
37
中学・高校生の日本語支援を考える会 47

視聴覚・補助教材 145～161

48
217
172
172
16
85

曺喜澈
陳先智
陳伯陶
陳美玲
陳慶彰

つ
塚本勲
171
築地伸美
64,93
月舘蛍人
25
筑波大学日本語教育研究会
24
筑波ランゲージグループ
20
辻亜希子
200
辻和子
24,25,97,127,222
辻野裕子
85
辻本澄子
21
土倉玲子
249
土屋京子
74
筒井千絵
42,63,201
筒井通雄
5,6,9,51,53,89
堤良一
199,206,213
椿由紀子
191
妻形ひさゐ
85
鶴尾能子
9,93
鶴谷千春
207
鶴田優
202

て
TIJ東京日本語研修所
13,54,55,98
程遠巍
243
鄭起永
233
丁敏
75
できる日本語教材開発プロジェクト 4,5
22
てくてく日本語教師会
37
手嶋千佳
197
寺崎英樹
171
寺田和子
121,185
寺田則子
28,73
寺村秀夫
24,98,212
出羽孝行
236
天坊千明
10

と
土井みつる
42
東海大学留学生教育センター
24
東京外国語大学国際日本研究センター 18
東京外国語大学留学生日本語教育センタ
ー
17,21,66,71
東京外国語大学留学生日本語教育センタ
ー
指導書研究会
194
東京工業大学留学生センター
42
東京国際日本語学院
94
東京法令出版
96
東郷久子
121
東郷美香
3
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★著者索引（五十音・アルファベット順）

た

東後勝明
37
當作靖彦
9,194,200,232
投野由紀夫
169
遠山淳
240
渡嘉敷恭子
8,92
土岐哲
9,191,192,197
時田昌瑞
156
徳井厚子
234
徳弘康代
87,91,168
独立行政法人国際交流基金
7
豊島教材作成チーム
157
戸田貴子
65
等々力櫻子
43
外崎淑子
9
飛田良文
173
富岡千幸
40,41
富阪容子
98
富田久仁子
38
富田隆行
23,24,194,195,196,197
富田英夫
212
冨田美知子
83
富山典子
53
冨山佳子
8
トムソン木下千尋
189,241
戸村佳代
71
友松篤信
236
友松悦子 41,51,55,118,119,120,121,130
塘利枝子
236
トヤマ・ヤポニカ
91
豊田豊子
96,139
豊田秀樹
248
寅丸真澄
189

な
内藤陽哉
中居順子
中井精一
永井津記夫
中井幸比古
中井陽子
中畝治子
長尾佳代子
中尾桂子
中学教育研究会
中河和子
中川健司
中川千恵子
中川道子
中川良雄
長崎清美
中澤一亮
中島さよ子
中島智子
中島平三
仲條正義
中園博美
中空芳江
永田行子

173
75
230
87
207
191
86
249
232
85
91,203
167
64
41
204
124
201
76
116,117
245
155
228
155
50
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永田由利子
73
永田良太
209
長友恵美子
36,84
長友和彦
219,228
仲渡理恵子
110,111
中西久実子
54,192
中西家栄子
94
中西泰洋
124
中野美香
249
中浜優子
198
中俣尚己
186,211,212
中松知子
6
永見昌紀
232
永見洋子
85
中村明
178
中村朱美
91
中村かおり
118,119,120,121
長村キット
74
中村たか子
83
中村則子
64,120
中村春子
157
中村雅子
74
中村義勝
166
中村律子
4,200
中山亜紀子
232,235
中山詢子
247
中山貴士
130
中山由佳
40,96
永吉眞砂子
145
名古屋YWCA教材作成グループ
15
名嶋義直
215,231
生田目弥寿
210
ナンシーY.ササオ
176
難民を助ける会
237

に
鳰貴子
197
西馬薫
71
西尾珪子
17
西尾節子
21
西尾実
174
西川悦子
65
西川寿美
183,183
西川寛之
215
錦見静惠
55
西口光一
5,51,76,93,94,217,218,232
西口利文
248
西隈俊哉
40,110,111
西田ひろ子
234
仁科喜久子
40,196
仁科浩美
41
西野藍
232
西原純子
160
西原鈴子
48,49,193
西俣（深井）美由紀
190
西己加子
42
西村学
197
西村よしみ
71
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西山教行
235,241
日米会話学院
35
日米会話学院 日本語研修所
28
二通信子
42
日建学院（旧社名：日本映像教育社）
150,151
新田哲夫
207
仁田義雄
193
日鉄ヒューマンデベロプメント
138
二瓶知子
77,80
日本映像教育社
34
日本外国語専門学校
138
日本学生支援機構
131
日本学生支援機構東京日本語教育センタ
ー
18,43
日本語BANK
98
にほんご〈あいうえお〉をつくる会 88
日本語記述文法研究会
212
日本語教育学会 62,112,154,193,196,197
198,251
日本語教育学会コース・デザイン研究委員
会
196
日本語教育教材開発委員会
15
日本語教育研究会資料シリーズ編集委員
会
158,202,203,239
日本語教育研究所
62,67
日本語教育政策マスタープラン研究会
243
日本語教育論文集小出詞子先生退職記念
編集委員会
198
日本語教授法研究会
77
日本国際教育支援協会 122,123,124,125
225
日本語ぐるりっと
49
日本語教育研究所
17
日本語構文研究グループ
56
にほんごサポートひまわり会
230
日本語／日本語教育研究会
251
日本語能力試験企画小委員会
227
日本語能力試験実施委員会
227
日本語能力試験問題研究会
112,113
日本語プロフィシェンシー研究会
251
日本語文法学会
177,250
日本語勉強技術研究所
7,84
日本語ボランティア講座編集委員会 231
「日本事情」プロジェクト
139
日本統計学会
248
日本留学試験問題研究会
130

ぬ
縫部義憲
沼田宏
沼田善子

190,226
122,123
214

ね
50,67

根本牧
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ノア S.ブランネン
野口和美
野口仁美
野口裕之
野澤和世
野田郁子
野田景子
野田春美
野田尚史
野々口ちとせ
野林靖夫
野原博
野原ゆかり
野村雅昭
野元菊雄
野本京子
野元千寿子
野山広
野呂幾久子
野呂博子

97
118
85
187
43
38
214
206
186,206,213,214
229
248
32
115,117
213
165
18
158
199,232,242,243
208
201

は
灰谷慶三
萩原弘毅
萩原一彦
萩原孝恵
萩原弘毅
白井聡子
パク・ナリ
初鹿野阿れ
橋本慎吾
橋本澄子
橋本博子
橋本ゆかり
蓮井美里
長谷川宏司
長谷川悟司
長谷川信子
長谷川典子
長谷川守寿
はせみつこ
畑佐一味
畑佐由紀子
八田直美
パトリック ハインリッヒ
花井善朗
花島健司
花城可武
馬場雄二
浜由美子
濱川祐紀代
浜田麻里
濱千代いづみ
浜畑祐子
早川東三
早川幸子

173
93
11
218
13,93
39
7
73,120
201
187
243
194,209
76
236
222
214
239,240
82
86
201
219
197
242
5,6,51,89
231
198
156,160
98
216
232,243
175
53,84
172
91
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林英子
96
林さと子
232
林四郎
59
林真弓
63
早野香代
56
原亮
131
原沢伊都夫
213,220,235
原田明子
67
原田英一
208
原田登美
98
春原憲一郎4,13,44,209,232,236,241,243
坂大京子
56
半田健一
87
ハント蔭山裕子
183
坂野永理
8,92
坂野加代子
131
伴紀子
195,203
潘蓉
187

ひ
日置陽子
100,115,116
東中川かほる
44,185,225
樋口仁巳
128
樋口博
243
樋口万喜子
47,48
日暮嘉子
19
彦坂佳宣
112
久次優子
59
日高水穂
205
左弥寿子
73
秀 眞知子
88
一橋大学国際教育センター
42
一橋大学留学生センター
42
一橋日本語教育研究会
251
日向ノエミア
173
日比谷潤子
215
姫野昌子
112,166
100のトラブル解決マニュアル
調査研究グループ
237
ヒューマンアカデミー
224
ヒューマンアカデミー教材開発室
24
ヒューマンアカデミー
3
ひょうご日本語教師連絡会議 子どもの日
本語研究会
48,49
平井悦子
12,13,98,202
平井一弘
240
平形裕紀子
95
平古場志郎
27
平嶋顕紘
78
平田悦朗
62,148,149
平田オリザ
199,201
平高史也
9,191,192,230
平塚真理
41
平野共余子
59
平野啓子
145,149
平畑奈美
188,222,241
広瀬克利
236
広瀬正宜
97
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広瀬和佳子
ピロッタ丸山淳
廣康好美

189
43,63
171

ふ
黄鎮杰
171
許夏玲
187
フォード丹羽順子
68,69
深澤のぞみ
43
深澤道子
74
深田みのり
73
福井貴代美
65
福池秋水
64
福岡昌子
208
福岡理恵子
120
福嶌香理
99
福島佐知
118,119,120,121
福島青史
230
福嶋健伸
212
福田規子
155
福田浩子
83
福田美穂
38
福永由佳
31
福西敏宏
59
福原嘉一郎
172
福家枝里
70,76
藤井和子
33
藤井美智子
24
藤浦五月
247
藤尾喜代子
40
藤川多津子
232
藤川美穂
157
藤木清
247
藤澤伸介
219
藤沢昌弘
188,222
藤田佐和子
91
藤田千子
8
藤田朋世
115,116
藤田昌志
23,67,86
藤田保幸
205
藤戸淑子
125
藤野安紀子
90,113
藤野篤子
77
藤巻和代
83
藤村知子
166
藤村昌昭
169
藤森秀美
86
藤原智栄美
232
藤原雅憲
196,223
札野寛子
43
渕上真由美
115
舩橋瑞貴
197
夫伯
37
文野峯子
197
プラシャント・パルデシ
220
古市由美子
66
古川嘉子
203
古田暁
240
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★著者索引（五十音・アルファベット順）

の

ブルックス･ヒル
235
古屋昭弘
172
古屋恵子
47
文化外国語専門学校
18,62,67,77,133
文化庁文化部国語課
19
文教大学留学生別科教材研究会
23

へ
ベイツ･ホッファ
ペガサスランゲージサービス
北京・商務印書館
ペタル・グベリナ

235
8
172
208

ほ
ボイクマン椙本総子
64
ボイクマン総子
8,74,89
苞山武義
172
保坂敏子
203
星野恵子
4,24,25,97,127,209,222
星野友美子
189
細井和代
40
細川英雄 26,189,195,200,202,228,230
232,235,241,242,248
細川美紀
77
北海道大学日本語研究会
23
許明子
51
堀歌子
67,68
堀井惠子
197
堀内貴子
42
彭飛
194,234
ホン・ソンピル
60
本郷智子
214
本城智子
77,170
凡人社
56,98
凡人社編集部
124
本田孝一
169
本田弘之
88,185,224,226,230
本多美保
84
本田ゆかり
81,82,119
本名信行
160,179,235

増山和恵
25
町惠理子
235
町田恵子
12
町田純子
44,185
町博光
191
松井宏友
16
松井充子
21
松浦真理子
64,87,107,108
松尾勇
170
松尾慎
231
松岡和美
218
松岡龍美
102,132
松岡弘
192,193
松岡浩彦
109
松岡洋子
166,203
松倉有紀
53
松崎寛
64,208,222
松田直子
118,119
松田浩志
6,82,83,145
松田真希子
230
松田緑
184
松田佳子
117
松永玲子
135
松丸真大
206
松村正義
239
松本恭子
197
松本久美子
158
松本茂
240
松本節子
36,53,78,84,126,127
松本隆
72,109,209
松本知恵
72,100,101,116
松本紀子
102,103,104,105,106
松森晶子
207
マリア・フェルナンデス
157
マルチェッラ・マリオッティ
242
丸山敬介
160,201,228
丸山友子
59
丸山真貴子
42,80
萬浪絵理
13

み
ま
マイケル・エメリック
前川喜久雄
前澤由紀子
前田直子
前坊香菜子
牧田英二
牧野昭子
牧野恵子
牧野成一
マクグロイン花岡直美
マグロイン花岡直美
増井世紀子
益岡隆志
増田アヤ子
増田光司
増田眞佐子

135
217
115
54,205,229
81,82,119
172
61,66
68
53,189,199
55
9
121
212
82
167
75
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三浦昭
9,62
三上京子
131,185
三木紀人
145,147,148,149
三木由里子
232
御子神慶子
94
水島裕雅
191
水谷修 8,60,136,193,197,203,208,215
232,243
水谷静夫
174
水谷信子 8,22,60,72,73,99,136,158,201
232
水野愛子
197
水野沙江香
115,116
水野マリ子
61
水野良太郎
86
水林章
173
水町伊佐男
187,191,246
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溝渕隆生
三田村康子
三井昭子
三井久美子
三井豊子
三ッ石祐子
三橋麻子
御堂岡潔
水戸部修治
南出和余
峯布由紀
岑村康代
三牧陽子
三森ゆりか
宮耕
宮弘美
宮川百合子
宮城幸枝
宮城昇
三宅和子
三宅徳嘉
三宅光一
宮腰賢
宮崎恵子
宮崎幸江
宮崎聡子
宮崎里司
宮﨑妙子
宮﨑七湖
宮崎道子
宮地裕
宮下智子
宮田一郎
宮田公治
宮田公冶
宮田聖子
宮谷敦美
宮田麻美
宮原彬
宮本淳
宮本節子
宮本典以子
宮本博司
宮本裕
三好裕子
三代純平
ミルコ・クラペッシュ
三輪実希
三輪郁子
三輪香織
三輪さち子
三輪充子
閔光準

32
90
68
51
67,68,98
172
42,80
240
146
236
218
118,119
20
194
188
70
187
68,192
171
68,69
173
193
206
51
230
41
203,232,242
200
40
33,34,76
17
73
171
119
119
120
64
198
42,71
51,130
187
65,131
171
176
81,82
226,228,231
208
86
86
70,76
12,13,98,202
109
208

む
向井あけみ
向井留実子
ムグダ・ヤルディー
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26
93
31

め
明路節子
目黒真実

125
51,58,132,133

も
毛利貴美
茂木俊伸
元橋富士子
籾山洋介
森篤嗣
森桂子
森千枝見
森勇太
森由紀
森井賀与子
森井哲也
森口稔
森田富美子
盛田真規子
森田有紀子
森田良行
森田亮子
森田六朗
森塚千絵
森野豊作
森本智子
森松映子
森本郁代
森元桂子
森本智子
守屋和美
森山新
守屋三千代
文部科学省

228
205
37
196,209
7,48,186,205,228
10
232
218
158
232
75
247
197
53,84
157
167,196
119
137
221
34
101
67,68
203,220
202
72,100,115
118,119
165,219,221,228
214
45

や
八木真生
矢崎満夫
矢島彰
屋代瑛子
八代京子

91
44
249
50
235,236
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安井朱美
安河内貴子
安田乙世
安富雄平
矢頭典枝
安場淳
矢田まり子
八塚祥江
簗晶子
栁田直美
柳原満月
柳町智治
柳本新二
家根橋伸子
谷部弘子
山内進
山内博之
山岡千弘
山岡園枝
山方達雄
山形美保子
山上登志美
山口知才子
山口久代
山口百々男
山崎洋子
山﨑由紀子
山﨑佳子
山下暁美
山下隆史
山田明雄
山田あき子
山田泉
山田京子
山田純子
山田眞一
山田忠雄
山田豪
山田哲也
山田敏弘
山田智久
山田伸子
山田光子
山田裕美子
山谷陽子
大和シゲミ
大和撫子
山中みどり
山根智恵
山辺真理子
山本いずみ
山本一枝
山本京子
山本冴里
山本真吾
山本富美子
山本真知子
山本明志

56
28,81
193
171
244
239
59
59
70
231,243
82
203,233
43
232
95,191
193
77,186,203,245
98
85
173
131,185
5
96
112
169
118,119
106
12,42
211
232
174
83
232,236,239
90,91,113
53
172
174
206
130
192,205,215
200
49
114,115,187
63
98
205
67,71
59
16,166,220
34,106
39
43
109
226,241
210
41
8
249
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山森理恵
山脇みどり

8,65,197
16

ゆ
湯浅ジョウイチ
由井紀久子
熊紅芝
遊佐道子
油谷幸利
湯田真理子
尹亭仁

66
71,199
198
94
170
81
170

よ
姚義久
幼児教育研究会
横井和子
与五沢弘美
横田淳子
横田雅弘
横浜日本語研究会
横溝紳一郎
横道千秋
横山信子
横山悠太
吉岡薫
吉岡英幸
吉岐久子
吉沢猛
吉沢由香里
吉田佳世
吉田健正
吉田聖子
吉田妙子
吉田千寿子
吉田友子
吉田直美
吉田雅子
吉田正俊
吉田洋子
吉田依子
義永美央子
義永未央子
吉原こずえ
吉村敦美
吉本惠子
與那覇麻孔
米川明彦
米勢治子
米田明美
米田隆介
米原貴子
読売新聞英字新聞部
頼田敦子

178
92
112
187
48
237
118
185,198,200,232
60
3,226
61
204
185,197,231
64
40,41
32,81
64
249
203
71,76
137
235
43
90,91,113
166
125
243
226
232
110
232
74
4
209
203
5
33
119
86
47

ら
232

羅暁勤
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★著者索引（五十音・アルファベット順）

向山陽子
34,218,228
武蔵野市帰国・外国人教育相談室
教材開発グループ
48
村石昭三
174
村岡貴子
20,40,196
村岡英裕
198,218
村上京子
192,219
村上治美
192
村上昌孝
249
村上まさみ
40,118,119,158,202
村上吉文
29
村崎恭子
24
村澤慶昭
24,25,40,97,121
村野聰
20
村野節子
34
村野良子
20,50,157

り
李在鎬
立命館アジア太平洋大学
劉永玲
林水福

210,226
23
67,71
172

れ
レイン斎藤幸代
レベッカ L．オックスフォード

232
195

Ｔ

ABK（公益財団法人 アジア学生文化協会）
103
Allumut Wilke
158
Andrew Scott Conning
175
Andy D.Para
27
Antonio Alfonso
19

Takano Makoto
27
Takei Naoki
27
Thomas H. Rohlich
42
TOPランゲージ
30
Translating Information Service Inc.
27

Ｂ

ろ
ローズ（平田）昌子
六郷明美
ロバート・リード

Ａ

229
86
138

Bates Hoffer
Bruce Rutledge

Ｗ
179
27

William Carter
William Server

Ｃ
CAGの会
Craig Dibble

157
78

わ
和氣圭子
脇田里子
和栗雅子
和田利政
渡邉亜子
渡辺恵子
渡邊淳子
渡辺富美雄
渡部倫子
渡部真由美
渡邊ゆかり
渡部由紀子
渡辺陽子
王亜茹

157
247
51,55,130,131,185
206
115,116,117
77
247
154
226
115
213
73
89
119

Ｄ
DALKIRAN Ayşe Nur

187

Ｅ
E.M.クレーマー

240

Ｊ
Jack Halpern
168,175
Jプレゼンスアカデミー
26
Joseph R. De Roo
87
Jプレゼンスアカデミー
26
Jプレゼンスアカデミー（旧JALアカデミ
ー）
29

Ｋ
K.A.I.T
183
Kate Elwood
27
Kathleen Taji
24
KCPインターナショナル語学研修院
87
KIT教材開発グループ
3,36,62,128

Ｌ
Leza Lowitz

160

Ｍ
M.J.アイナン
Maury Aaseng
Max Hodges

139
155
155,161

Ｎ
ＮＨＫ放送文化研究所

165

Ｎ
NPO多言語多読
61
NPO多言語多読（旧日本語多読研究会）
57,58,184

Ｏ
Olga Pokrovska
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27
24

★発行元索引

発行元索引
あ
アークアカデミー
222
アークアカデミー近畿
222
朝倉書店26,39,200,205,207,209,210,211
217,245,247
アジア学生文化協会
134
アスク
137
アスク出版3,4,27,28,29,37,44,51,57,58
64,73,80,81,87,102,103,104,105
106,107,108,128,137,165,183,184,200
209,222
アドスリー
87
アルク 4,5,29,30,39,40,51,58,59,73,81
82,87,88,108,109,110,111,112,129
135,137,155,165,178,184,185,200
211,222,223,224,234,241,245

い
和泉書院
175,177,178,211,234,205
櫟
245
一般社団法人 国際交流＆日本語支援Y 30
伊奈垣圭映
167
岩波書店
174,177,178
インターンシッププログラムス 44,185

う
ウイングネット

129

え
エスアイケイアイ
絵本館

250
210

お
旺文社
大阪大学出版会
鳳書房
奥野かるた店

112
40,226,234,247
185
156,160

か
学文社
207
葛西ことばのテーブル
44,45,145
風間書房5,185,207,209,210,217,226,234

き
ぎょうせい
京都大学学術出版会

45,165,175,205
217

くろしお出版 5,6,51,59,64,70,73,74,82
89,90,157,165,185,186,200,201,205
210,212,213,216,217,218,226,234
235,241,242,247,250

け
溪水社
187,207,209,213
研究社 6,64,82,83,112,166,168,187,213
235,247
言語教育評価共同研究所
250
現代人文社
187

こ
171,172
6,30,45,52,60,64,74,83,90
135,138,166,168,175,177,245
一般社団法人 国際交流＆日本語支援Y 30
31
国際交流基金
226,227
国際交流基金・日本国際教育支援協会
112,227
アークアカデミー
187
国際日本語研修協会
187
アークアカデミー
188
国際日本語研修協会
188
アークアカデミー
189
公益社団法人 国際日本語普及協会 31,45
46,47,145,160,250
国書刊行会 52,60,70,90,91,112,113,114
130,131,206,228
ココ出版 7,31,40,47,48,74,83,91,157
189,190,201,206,213,218,219,228,229
235,242,243,247,248,250,251
古今書院
70,83

光生館
講談社USA

受験研究社
85,92,93
翔泳社
201,224
小学館
9,169,170,171,172,173,190
心弦社
32,33,75
新宿日本語学校
9,40,41,93,190
新曜社
41,190,206,219

す
スピーチクリニック臨床心理研究所 161
スリーエーネットワーク 9,10,11,12,13
14,15,33,34,41,42,48,49,54,55,61,65
66,70,71,75,76,85,93,94,98,118,119
120,121,122,131,139,149,157,158,166
175,190,191,192,193,201,202,208
213,214,219,220,224,230

せ
全国日本語教師養成協議会
千駄ヶ谷日本語教育研究所
専門教育出版

193
15,193
15

そ
141

創作集団にほんご

た
大学教育出版
16,193,206,220,236
第三書房
66,71,208
大修館書店 55,61,94,174,177,178,193
194,206,214,220,236,245,246
大新書局
16,67,71,76,85,172,178
大盛堂書房
16,55,76,77,95,167,170
大日本図書
174,206,209
拓殖大学
17

ち
さ

17

中国人民教育出版社

斎藤裕子
83,168
サン・エデュケーショナル
145,146
サン･エデュケーショナル 146,147,148
サン・エデュケーショナル
149
サン･エデュケーショナル
154,207
産業能率大学出版部
40,60
三修社 7,91,114,115,169,172,190,224
235,236
三省堂168,169,170,171,172,173,174,175
178,207,208

て
デジタル・ミーム

149,150

と
東京外国語大学出版会
東京堂出版
東京図書

17,18,194
86,167
230,248

な
ナカニシヤ出版 18,220,236,237,248,249

し
く
くもん出版
88,89,156,174,175,178
クリエイツ
137
グループイレブン
82
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Ｊリサーチ出版 52,53,60,84,91,115,116
117,138,166
時事日本語社7,8,32,37,60,74,75,84,138
ジャパンタイムズ
8,9,32,37,40
53,60,61,65,70,75,84,92,117,118
131,136,138,157,177,201
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に
日外アソシエーツ
170
日建学院（旧社名：日本映像教育社）
150,151
日本映像教育社
34
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33

日本学生支援機構
東京日本語教育センター
18
日本言語文化学研究会
221
日本語インスティチュート 139,152,153
176
日本語教育学会
154,194,251
にほんごサポートひまわり会
230

ら
38

らんぐ

り
リーベル出版

56,171,204,221,244

わ
の

ワールド日本語インスティテュート

ノースアイランド

78

122

Ｉ
Institute of Japanese Studies

は
169,171,172,173,194
224
153

白水社
パナリンガ
林事務所

ふ
冨山房インターナショナル
86
文化外国語専門学校
18,62,67,77
文化庁文化部国語課
19

87

Ｊ
Jプレゼンスアカデミー
26,72
Jリサーチ出版
72
Ｊリサーチ出版
73,79
Jリサーチ出版
80,87,99,100,101

Ｋ
3

KIT教材開発グループ

ほ
凡人社 19,20,21,22,23,24,24,34,35,36
37,38,42,43,49,50,55,56,62,63,67,68
69,71,77,86,95,96,97,98,122,123,124
125,131,132,133,139,151,158,159,161
167,168,194,195,196,197,198,199,202
202,203,204,208,210,214,215,216,221
224,225,230,231,232,233,237,238,239
243,246,251

Ｎ

ま

Ｗ

マーナビ教材開発

97,125,126

む

155

NHK・NED

Ｎ
165

ＮＨＫ出版

Ｎ
145

NHKエンタープライズ

White Rabbit Press

102,155,161

Ｙ

武蔵野書院

56,63,86,204

YMD Language International Inc. 3,226

め
メタローグ

160

も
森上教育研究所

199

や
矢野恒太記念会

139,140

ゆ
有斐閣
ユニコム
ゆまに書房

179,239,240
24,25,36,78,97,126,127
25
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新にほんご〈生活の漢字〉漢字み～つけた
88
パスポート初級アラビア語辞典
169
パスポート日本語アラビア語辞典
169

みんなの日本語初級Ⅰ 第2版 初級で読め
るトピック25
61
みんなの日本語初級
13
みんなの日本語初級Ⅱ 第2版 初級で読め
るトピック25
61
Mengerti Bahasa Dan Budaya Jepang 139

イタリア語

英語

アラビア語

伊和中辞典〈第2版〉
169
デイリーコンサイス伊和・和伊辞典 169
みんなの日本語初級
14
みんなの日本語初級
13

インドネシア語
介護の言葉と漢字
介護福祉士国家試験対策
ウォーミングアップ
30
介護の言葉と漢字ハンドブック
31
看護・介護の言葉と漢字ワークブック 31
シャドーイング日本語を話そう 就職・ア
ルバイト・進学面接編
74
シャドーイング
日本語を話そう初～中級編
74
シャドーイング
日本語を話そう中～上級編
74
新にほんご〈生活の漢字〉漢字み～つけた
88
新日本語の基礎Ⅰ
10
新日本語の基礎Ⅱ
10
新日本語の中級
11
ストーリーで覚える漢字300
89
ストーリーで覚える漢字II 301-500 89
ストーリーで覚える漢字300 ワークブック
［英語・インドネシア語・タイ語・ベトナ
ム語版］
90
タイ語・ベトナム語・インドネシア語版
日本語単語スピードマスター
STANDARD2400
79
タイ語・ベトナム語・インドネシア語版
日本語単語スピードマスター
ADVANCED2800
80
タイ語・ベトナム語・インドネシア語版日
本語単語スピードマスターBASIC180079
タイ語・ベトナム語・インドネシア語版日
本語単語スピードマスター
INTERMEDIATE2500
80
にほんご発音かんたん
64
はじめて学ぶ介護の日本語 基本のこと
ば
42
一人で学べるひらがなかたかな
94
みんなの日本語初級
14
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生きた会話を学ぶ 中級から上級への日本
語なりきりリスニング
65
生きた素材で学ぶ
中級から上級への日本語
8
1日15分の漢字練習 中級
88
いつかどこかで
11
いっぽにほんごさんぽ
暮らしのにほんご教室 初級1
10
いっぽにほんごさんぽ 暮らしのにほんご
教室 初級2
10
いろは
3
インタビューで学ぶ日本語
67
歌って上達！！ 日本語会話！！
139
英語圏版 マンガ「坊っちゃん」
25
英文 基礎漢字
94
英文 間違えやすい日本語語法
55
絵でわかる日本語使い分け辞典1000 178
江戸いろはかるた／京いろはかるた 156
エリンが挑戦！にほんごできます。 151
オノマトペラペラ
86
オフィスで使うビジネス日本語2300 34
オリンピックの言語学
220
外国人のための看護・介護用語集
日本語でケアナビ 英語版
34
外国人のための漢字独習辞典
176
外国人のための新聞の見方・読み方 62
介護スタッフのための声かけ表現集 26
介護の言葉と漢字
介護福祉士国家試験対策
ウォーミングアップ
30
介護の言葉と漢字ハンドブック
31
看護・介護の言葉と漢字ワークブック 31
[改訂新版]日本語コミュニケーション
ゲーム80
157
〔改訂第3版〕 東京日英併記シティ・アト
ラス
138
改訂版 どんなときどう使う日本語表現文
型200
51
改訂版 日本語中級 J301
9
会話のための日本語表現1800
74
会話の日本語改訂新版
75
科学技術基礎日本語：留学生・技術研修生
のための使える日本語
43
カタカナワークブック
90
漢字の宝島
160
漢字を勉強しましょう
90
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完璧 数学（コース１）
130
聞いて覚える話し方 日本語生中継
64
聞く・考える・話す 留学生のための
初級にほんご会話
41
キクタン日本語【日本語能力試験N2】 81
キクタン日本語【日本語能力試験N3】 82
キクタン日本語
81
キクタン日本語
82
聴くトレーニング<聴解･聴読解>基礎編
日本留学試験対応
131
聴くトレーニング<聴解･聴読解>応用編
日本留学試験対応
131
基礎日本語学習辞典 第二版
167
基本漢字250
97
気持ちが伝わる
日本語会話基本表現180
72
教科につなげる学習語彙・漢字ドリル 48
京ことばの話し方
76
教師と学習者のための日本語文型辞典
165
京都・大阪とその周辺 近畿地方
62
きらり☆日本語 N3 語彙
123
きらり☆日本語 N4 語彙
123
きらり☆日本語 N5 語彙
122
くらべてわかる 中級日本語表現文型ドリ
ル
53
比べて分かる日本語の助詞
52
クリックｅコミック「コボちゃん」 153
クローズアップ日本事情15
138
げんき
8
語彙マップで覚える漢字と語彙
初級1400
87
語彙マップで覚える漢字と語彙
中級1500
91
国際ビジネス英和活用辞典
170
こどものにほんご
48
5分でできる にほんご 音の聞きわけトレ
ーニング
65
コミュニケーションのための
日本語発音レッスン
65
こんにちは、にほんご！〈ベトナム語版〉
37
こんにちは、にほんご！
37
サービス日本語－ホテルスタッフ編－ 26
しごとの日本語
29
辞書では解らない慣用表現(新装版) 135
シャドーイングで日本語発音レッスン 65
シャドーイング日本語を話そう 就職・ア
ルバイト・進学面接編
74
シャドーイング
日本語を話そう初～中級編
74
シャドーイング
日本語を話そう中～上級編
74
就活・仕事のにほんご会話
28
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35

★使用言語索引

使用言語索引

上級学習者のための日本語読解ワークブ
ック
58
商談のための日本語
33
常用漢英熟語辞典(新装版)
168
初級から中級への日本語ドリル
53
初級から中級への日本語ドリル
〈文法〉チャレンジ編
53
初級日本語 げんき
8
助詞で変わるあなたの日本語(新装版) 52
新・わくわく文法リスニング100 ―耳で
学ぶ日本語― [1]
69
新・わくわく文法リスニング100 ―耳で
学ぶ日本語― [2]
69
新完全マスター漢字
日本語能力試験N3
119
新完全マスター語彙
日本語能力試験N3
119
新完全マスター単語
日本語能力試験N3 重要1800語
119
新完全マスター聴解
日本語能力試験N3
120
新完全マスター読解
日本語能力試験N3
120
新完全マスター文法
日本語能力試験N3
121
新完全マスター文法
日本語能力試験N4
121
新装版 商談のための日本語
33
新装版 はじめのいっぽ
13
新装版 1日15分の漢字練習 初級～初中級
88
新装版 基礎日本語文法教本
51
新装版ビジネス日本語速習コース
29
新装版 ビジネスのための日本語
33
新・中級から上級への日本語
8
新訂版 読むトレーニング 基礎編
131
新訂版 読むトレーニング 応用編
131
新にほんご500問N1
102
新にほんご500問N2
102
新にほんご500問N3
102
新・にほんご敬語トレーニング
28
新にほんご〈生活の漢字〉漢字み～つけた
88
新・日本語能力試験 N1・N2・N3
新傾向解説と完全予想模試
117
新日本語の基礎Ⅰ
10
新日本語の基礎Ⅱ
10
新日本語の基礎 かな練習帳
93
新日本語の基礎 漢字練習帳
93
新日本語の中級
11
新聞・テレビ ニュースの日本語
84
新聞で学ぶ日本語
60
新ポケットローマ字英和辞典
170
すぐ書ける！きれいに書ける！
ひらがな・カタカナ練習ノート
88
すぐに使える 接客日本語大特訓 英語
編
73
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36

すぐに使える 日本語会話 超ミニフレ
ーズ200
72
すぐに使える
日本語会話超ミニフレーズ210
72
すぐに話せる日本語
27
スティープル英和・和英辞典
167
ストーリーで覚える漢字300
89
ストーリーで覚える漢字II 301-500 89
ストーリーで覚える漢字300 ワークブック
［英語・インドネシア語・タイ語・ベト
ナム語版］
90
ストーリーと活動で自然に学ぶ日本語 11
留学生のためのストラテジーを使って学
ぶ文章の読み方
42
成語諺語 精選300則
85
総合日本語初級から中級へ
22
総合日本語中級前期
22
総合日本語中級
22
速読の日本語
61
改訂版 大学・大学院留学生の日本語① 読
解編
39
改訂版 大学・大学院留学生の日本語④ 論
文作成編
39
大学の日本語 初級 ともだち Vol.1
17
大学の日本語 初級 ともだち Vol.2
17
待遇表現
75
多言語やりとり素材集
203
短期集中 初級日本語文法総まとめ
ポイント20
55
中級からはじめるニュースの日本語 聴解
40
65
中級日本語文法要点整理ポイント20 55
中級の日本語改訂版
9
中級へ行こう日本語の文型と表現55 第2版
12
中級を学ぼう
日本語の文型と表現56中級前期
12
中上級学習者のための日本語読解ワーク
ブック
58
中上級学習者のためのブラッシュアップ
日本語会話
75
中・上級者のための速読の日本語
61
使って、身につく！ 漢字×語彙 1
95
使って、身につく！ 漢字×語彙 2
95
つなぐにほんご 初級1
3
できる日本語準拠 たのしい読みもの55 初
級＆初中級
5
できる日本語 初級 本冊
4
できる日本語 初中級 本冊
4
できる日本語 中級 本冊
4
てにをは辞典
52
東京日英併記シティ・アトラス
138
トピックによる日本語総合演習
11
トラーンスローマ字英和・和英辞典 170
TRY！日本語能力試験N3
103
TRY！日本語能力試験N4
103
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TRY！日本語能力試験N5
103
どんどんつながる漢字練習帳 初級
88
どんどん話せる！ 日本語会話フレーズ
大特訓700
72
どんなときどう使う 日本語語彙学習辞
典
82
日・英・中 ビジネスレター・Eメール
ハンドブック
32
日常会話辞典
76
日本アニメクラシックコレクション
DVD4巻セット
150
にほんご だいじょうぶ
9
日本語 読み書きのたね
70
日本語N4 文法・読解まるごとマスター
99
日本語N5 文法・読解まるごとマスター
99
日本語Eメールの書き方
70
日本語いつでもどこでも単語集
16
にほんご音読トレーニング
64
にほんご会話上手！
73
にほんご会話トレーニング
28
日本語学習者のための読解厳選テーマ10
［中上級］
63
日本語学習者のための読解厳選テーマ10
［中級］
63
にほんご漢字トレーニング
87
日本語基本文型辞典
52
日本語基本文法辞典
53
日本語形容詞・副詞ハンドブック
52
にほんご語彙力アップトレーニング 80
日本語 言葉のコンビネーション・
ハンドブック
83
日本語コミュニケーションゲーム80 157
にほんごこれだけ！
7
日本語，こんなときどうする？
56
日本語実用辞典
166
日本語初級1大地
12
日本語初級１大地 漢字学習帳〈英語版〉
94
日本語初級2大地
12
日本語初級２大地 漢字学習帳
〈英語版〉
94
日本語総まとめ N1 聴解
104
日本語総まとめ N2 聴解
105
日本語総まとめ N3 聴解
105
日本語総まとめN1
103
日本語総まとめN2
104
日本語総まとめN3
105
日本語多義語学習辞典 形容詞・副詞編
165
日本語多義語学習辞典 動詞編
165
日本語多義語学習辞典 名詞編
165
日本語単語スピードマスター
STANDARD2400
79
日本語単語スピードマスター
ADVANCED2800
80
日本語単語スピードマスター
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日本語能力試験 模試と対策 N3
107
日本語能力試験 模試と対策 N3 Vol.2
107
日本語能力試験問題集 N1語彙スピードマ
スター
116
日本語能力試験問題集 N1聴解スピードマ
スター
116
日本語能力試験問題集 N1読解スピードマ
スター
116
日本語能力試験問題集 N1文法スピードマ
スター
116
日本語能力試験問題集 N2語彙スピードマ
スター
116
日本語能力試験問題集 N2聴解スピードマ
スター
117
日本語能力試験問題集 N2読解スピードマ
スター
117
日本語能力試験問題集 N2文法スピードマ
スター
116
日本語能力試験問題集 N3語彙スピードマ
スター
117
日本語能力試験問題集 N3聴解スピードマ
スター
117
日本語能力試験問題集 N3読解スピードマ
スター
117
日本語能力試験問題集 N3文法スピードマ
スター
117
日本語能力試験問題集 N4語彙スピードマ
スター
100
日本語能力試験問題集 N4聴解スピードマ
スター
101
日本語能力試験問題集 N4読解スピードマ
スター
101
日本語能力試験問題集 N4文法スピードマ
スター
101
日本語能力試験問題集 N5語彙スピードマ
スター
101
日本語能力試験問題集 N5聴解スピードマ
スター
101
日本語能力試験問題集 N5読解スピードマ
スター
101
日本語能力試験問題集 N5文法スピードマ
スター
101
日本語能力試験レベルアップトレーニン
グ聴解
110
日本語能力試験レベルアップトレーニン
グ聴解N２
110
日本語能力試験レベルアップトレーニン
グ文法
110
日本語能力試験レベルアップトレーニン
グ文法N２
110
日本語の擬音語・擬態語（改訂版） 83
日本語の基礎ルール(新装版)
135
日本語の作文技術 中・上級
70
日本語の知的表現(新装版)
245
日本語の秘訣(新装版)
135
にほんご発音アクティビティ
64
にほんご発音かんたん
64
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日本語パワーアップ総合問題集
118
日本語ビジネス文書マニュアル
28
日本語表現文型辞典
51
日本語文型辞典
165
日本語文型ハンドブック
60
日本語文法辞典〔上級編〕
53
日本語文法辞典〔中級編〕
53
日本語丸暗記帳
32
日本語をペラペラ話すための13の秘訣
135
日本語を読むための七つの物語
135
日本語を読むための三つの物語
三島・谷崎・川端
136
日本人と働く
27
日本人の心がわかる日本語
137
日本人を知る
27
日本総論Ⅰ
137
日本で暮らす
27
日本日英併記アトラス
138
日本日英併記マップ
138
日本文化を読む
58
日本留学試験 試験問題
131
日本留学試験速攻トレーニング 数学コー
ス1編
129
日本を話そう
138
ニュースの日本語 聴解50
66
ハイレベル数学 コース２
128
ハイレベル数学 コース1
128
ハイレベル総合科目［改訂版］
128
ハイレベル理科［改訂版］（物理・化学・
生物）
128
新装版 Basic Japanese for Students
はかせ
42
はじめての日本語
16
はじめての日本語・韓国語編
16
はじめての日本語能力試験 N1単語 3000
108
はじめての日本語能力試験 N2単語 2500
108
はじめての日本語能力試験 N3単語 2000
108
はじめての日本語能力試験 N4単語 1500
108
はじめての日本語能力試験 N5単語 1000
108
はじめて学ぶ介護の日本語 基本のこと
ば
42
はじめのいっぽ
13
はじめよう日本語 初級１メインテキスト
13
はじめよう日本語 初級２メインテキスト
13
話す・書くにつながる！日本語読解中級
59
話す・書くにつながる！日本語読解中上級
59
場面でおぼえる日本語
24
阪妻－阪東妻三郎の生涯（DVD）
150
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INTERMEDIATE2500
80
日本語単語スピードマスターBASIC1800
79
にほんご単語ドリル ～副詞～
81
日本語チャレンジ N4
106
日本語チャレンジ N4N5 かんじ
106
日本語中級 J501
9
日本語で歌おう！
137
日本語でケアナビ
34
にほんごで働く！ビジネス日本語30時間
33
日本語で読もう エッセイ編
135
日本語で読もう フィクション編
135
日本語動詞ハンドブック
52
日本語ドキドキ体験交流活動集
38
日本語生中継
64
日本語能力試験 N1語彙 必修パターン
99
日本語能力試験 N1聴解 必修パターン
99
日本語能力試験 N1読解 必修パターン
99
日本語能力試験N1文法
125
日本語能力試験 N1文法 必修パターン
99
日本語能力試験N2 予想問題集
［改訂版]
113
日本語能力試験N2漢字
125
日本語能力試験 N2語彙 必修パターン
100
日本語能力試験 N2読解 必修パターン
100
日本語能力試験N2文法
125
日本語能力試験 N2文法 必修パターン
100
日本語能力試験N4漢字
125
日本語能力試験N5漢字
126
日本語能力試験 完全模試 N1
115
日本語能力試験 完全模試 N2
115
日本語能力試験 完全模試 N3
115
日本語能力試験 完全模試 N4
115
日本語能力試験 完全模試 N5
116
日本語能力試験総合テキスト N1
100
日本語能力試験総合テキスト N2
100
日本語能力試験総合テキスト N3
100
日本語能力試験 ターゲット
112
日本語能力試験対策 N1 文法総まとめ
114
日本語能力試験対策 N2 文法総まとめ
114
日本語能力試験対策 N5 もじ・ごい・ぶん
ぽう
115
日本語能力試験 模試と対策 N1
106
日本語能力試験 模試と対策 N1 Vol.2
106
日本語能力試験 模試と対策 N2
106
日本語能力試験 模試と対策 N2 Vol.2
107

ビジネス技術 実用英和大辞典
170
ビジネス技術 実用和英大辞典
170
ビジネスケースで学ぶ日本語
9
ビジネス情報の見方･読み方
36
ビジネス日本語Drills
36
ビジネス日本語オール・イン・ワン問題集
32
ビジネス日本語会話 商談・取引編
32
ビジネス日本語慣用表現200+50
32
ビジネス日本語基本単語360
33
ビジネス日本語用例辞典
29
ビジネスのための日本語
33
ビジネスマンのための実戦日本語
30
ビジネス用語集（改訂版）
36
ひとりでできる初級日本語文法の復習 英
語版
55
一人で学べるひらがなかたかな
94
人を動かす！ 実戦ビジネス日本語会話
中級1
33
人を動かす！ 実戦ビジネス日本語会話
中級2
33
ひらがな
90
カタカナ
90
ひらがなとカタカナ
97
ひらがなワークブック
90
ひらひらきらり
86
ふりがな英和辞典(新装版)
166
ふりがな和英・英和辞典
166
ふりがな和英辞典（新装版)
166
プログレッシブ英和中辞典（第5版） 169
プログレッシブ和英中辞典
169
分野別カタカナ語彙トレーニング
85
分野別にほんごシリーズ
152
ポケットに入る日英中会話ハンドブック
75
ポケットローマ字和英辞典
170
ポップカルチャー NEW&OLD
5
学びやすい日本語
24
まるごとビジネス日本語初級
32
マンガで学ぶ日本語上級表現使い分け100
82
マンガで学ぶ日本語生活編
81
マンガで学ぶ日本語文化編
81
マンガでわかる実用敬語 初級編
29
耳から覚える日本語能力試験 語彙トレー
ニングN1
111
耳から覚える日本語能力試験語彙トレー
ニングN3
111
耳から覚える日本語能力試験 聴解トレー
ニングN3
112
耳から覚える日本語能力試験 聴解トレー
ニングN4
112
みんなの日本語初級
14
みんなの日本語初級 やさしい作文
71
みんなの日本語初級Ⅰ 第2版 漢字
94
みんなの日本語初級Ⅰ 第2版 初級で読め
るトピック25
61
みんなの日本語初級Ⅰ 聴解タスク25 66
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みんなの日本語初級
13
みんなの日本語初級Ⅱ 第2版 初級で読め
るトピック25
61
みんなの日本語初級Ⅱ 聴解タスク25 66
みんなの日本語初級Ⅱ 第2版 漢字
94
みんなの日本語中級Ⅰ
14
みんなの日本語中級Ⅱ
14
文字の宝島
160
ヤングのための日本語
45
よくわかる常用漢字
97
4コママンガでおぼえる日本語
81
リビングジャパニーズ
6
留学生のための読解トレーニング
63
留学生のための分野別語彙例文集 第2版
86
旅遊随身辞典
76
ローマ字 大阪ことばの話し方
76
ローマ字日本語6週間
55
ローマ字日本語の話し方
77
和英：日本の文化・観光・歴史辞典 169
わかって使える日本語
15
わかる！ 話せる！ 日本語会話基本文型
88
72
わかるビジネス日本語
29
わくわく文法リスニング99
68
わたしのにほんご
74
All About Particles
52
AN INTRODUCTION TO
CLASSICAL JAPANESE
42
An Introduction to Japanese Grammar and
Communication Strategies [Revised
Edition]
53
AN INTRODUCTION TO MODERN JAPANESE 8
Aspects of Japanese Society
138
BASIC FUNCTIONAL JAPANESE
8
Basic Japanese for Expats
32
Basic Japanese for Students はかせ 42
BASIC KANJI BOOK VOL.1
95
BASIC KANJI BOOK VOL.2
95
［新版］BASIC KANJI BOOK VOL.1
95
［新版］BASIC KANJI BOOK VOL.2
95
BJTビジネス日本語能力テスト
読解実力養成問題集
33
BJTビジネス日本語能力テスト
聴解・聴読解実力養成問題集
33
CATCHY JAPANESE PHRASES
32
Common Japanese Collocations
83
CRASH COURSE JAPANESE FOR BUISINESS
29
CURRENT JAPANESE
19
DVD-Videoシリーズ
149
DVDで学ぶ ひらがな一週間
95
DVDで学ぶ日本語 エリンが挑戦！
にほんごできます。
151
Finding JAPAN
138
FORMAL EXPRESSIONS FOR JAPANESE
INTERACTION
75
Getting Along with the Japanese
27

視聴覚・補助教材 145～161

Getting Closer to Japan
27
INTRODUCTION TO CLASSICAL JAPANESE, AN
42
INTRODUCTION TO MODERN JAPANESE,AN 8
J.Bridge 新装第2版
19
Japanese Culture
27
JAPANESE FOR BUSY PEOPLE
Revised 3rd Edition
6
Japanese for Hotel Staff
26
Japanese for Professionals
30
JAPANESE FOR YOUNG PEOPLE
45
Japanese Industry
27
Japanese Kanji Flashcards Series 2 Vol.3
102
Japanese Kanji Flashcards Series 2 Vol.3
155
Japanese Kanji Flashcards Series 3 Vol.1
102
Japanese Kanji Flashcards Series 3 Vol.1
155
Japanese Kanji Flashcards Series 3 Vol.2
102
Japanese Kanji Flashcards Series 3 Vol.2
155
Japanese Key Expressions
for Business
27
KANA CAN BE EASY
92
Kana Flashcards
155
KANJI IN CONTEXT
92
KANJI LOOK AND LEARN
92
KANJI PUZZLES & QUIZZES
92
LIVE from TOKYO
65
Living in Japan
27
NEJ：A New Approach to Elementary
Japanese＜vol.1＞
5
NIHONGO ACTIVE TALK
37
NIHONGO Breakthrough
26
NIHONGO EXPRESS
28
NIHONGO EXPRESS
28
NIHONGO FUN & EASY
73
NIHONGO NOTES
136
Nine-House Kanji Quiz
87
Now You're Talking!
76
POCKET JAPANESE
37
PRACTICAL KANJI 基礎500漢字 Vol.1 87
PRACTICAL KANJI 基礎500漢字 Vol.2 87
SITUATIONAL FUNCTIONAL JAPANESE
20
SITUATIONAL FUNCTIONAL JAPANESE
教師用アイデアブック
20
Some Informational Dimensions of
Embedding in Japanese
221
Talking Silents
149
The Kodansha Kanji Dictionary
175
The Kodansha Kanji Learner's Course
175
The Kodansha Kanji Learner's
Dictionary: Revised and Expanded175
The Kodansha Kanji Synonyms Guide 168

辞典 165～179
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韓国語
イ・ドングンの日本語クリニック
84
EASY ICHIBAN 日本語 BASIC
7
1日15分の漢字練習 中級
88
いちばん 子ども日本語
7
いつかどこかで
11
いっぽにほんごさんぽ
暮らしのにほんご教室 初級1
10
いっぽにほんごさんぽ 暮らしのにほんご
教室 初級2
10
絵でわかる日本語使い分け辞典1000 178
エリンが挑戦！にほんごできます。 151
おもしろい日本語
7
オリンピックの言語学
220
改訂版 どんなときどう使う日本語表現文
型200
51
韓国人が間違いやすい日本語公式99 84
完璧 数学（コース１）
130
聞いて覚える話し方 日本語生中継
64
聞く・考える・話す 留学生のための
初級にほんご会話
41
聴くトレーニング<聴解･聴読解>基礎編
日本留学試験対応
131
聴くトレーニング<聴解･聴読解>応用編
日本留学試験対応
131
教師と学習者のための日本語文型辞典
165
くらべてわかる 中級日本語表現文型ドリ
ル
53
語彙マップで覚える漢字と語彙
初級1400
87
語彙マップで覚える漢字と語彙
中級1500
91
コスモス朝和辞典（第2版）
171
5分でできる にほんご 音の聞きわけトレ
ーニング
65
コミュニケーションのための
日本語発音レッスン
65
こんにちは、にほんご！
37
しごとの日本語
29
実践で使えるビジネス日本語
32
写真を見て一番やさしく読む日本文化（改
訂版）
138
シャドーイングで日本語発音レッスン 65
シャドーイング日本語を話そう 就職・ア
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ルバイト・進学面接編
74
シャドーイング
日本語を話そう初～中級編
74
シャドーイング
日本語を話そう中～上級編
74
上級学習者のための日本語読解ワークブ
ック
58
初級から中級への日本語ドリル
53
初級から中級への日本語ドリル
〈文法〉チャレンジ編
53
新装版 1日15分の漢字練習 初級～初中級
88
新訂版 読むトレーニング 基礎編
131
新訂版 読むトレーニング 応用編
131
新にほんご500問N1
102
新にほんご500問N2
102
新・にほんご敬語トレーニング
28
新にほんご〈生活の漢字〉漢字み～つけた
88
新・日本語能力試験 N1・N2・N3
新傾向解説と完全予想模試
117
新日本語の基礎Ⅰ
10
新日本語の基礎Ⅱ
10
新日本語の中級
11
ストーリーで覚える漢字300
89
ストーリーで覚える漢字II 301-500 89
ストーリーと活動で自然に学ぶ日本語 11
大学・大学院留学生の日本語
39
多言語やりとり素材集
203
短期集中 初級日本語文法総まとめ
ポイント20
55
着々！日本語 独学の第一歩
7
着々！日本語新常用漢字 2136
84
着々！日本語単語帳
84
中級からはじめるニュースの日本語 聴解
40
65
中級日本語文法要点整理ポイント20 55
中級へ行こう日本語の文型と表現55 第2版
12
中級を学ぼう
日本語の文型と表現56中級前期
12
中上級学習者のための日本語読解ワーク
ブック
58
朝鮮語辞典
170
使って、身につく！ 漢字×語彙 1
95
使って、身につく！ 漢字×語彙 2
95
デイリーコンサイス韓日・日韓辞典 170
できる日本語準拠 たのしい読みもの55 初
級＆初中級
5
できる日本語 初級 本冊
4
できる日本語 初中級 本冊
4
できる日本語 中級 本冊
4
トピックによる日本語総合演習
11
どんなときどう使う 日本語語彙学習辞
典
82
日本アニメクラシックコレクション
DVD4巻セット
150
日本語Eメールの書き方
70
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にほんご会話上手！
73
にほんご会話トレーニング
28
にほんご漢字トレーニング
87
にほんごこれだけ！
7
日本語初級1大地
12
日本語初級2大地
12
日本語総まとめ N1 聴解
104
日本語総まとめ N2 聴解
105
日本語総まとめ N3 聴解
105
日本語総まとめN1
103
日本語総まとめN2
104
日本語総まとめN3
105
日本語多義語学習辞典 形容詞・副詞編
165
日本語多義語学習辞典 動詞編
165
日本語多義語学習辞典 名詞編
165
日本語単語スピードマスター
STANDARD2400
79
日本語単語スピードマスター
ADVANCED2800
80
日本語単語スピードマスター
INTERMEDIATE2500
80
日本語単語スピードマスターBASIC1800
79
にほんご単語ドリル ～副詞～
81
日本語チャレンジ N4N5 かんじ
106
日本語中級 J501
9
にほんごで働く！ビジネス日本語30時間
33
日本語生中継
64
日本語能力試験 完全模試 N1
115
日本語能力試験 完全模試 N2
115
日本語能力試験 完全模試 N3
115
日本語能力試験 完全模試 N4
115
日本語能力試験 完全模試 N5
116
日本語能力試験総合テキスト N1
100
日本語能力試験総合テキスト N2
100
日本語能力試験総合テキスト N3
100
日本語能力試験 ターゲット
112
日本語能力試験対策 N2 文法総まとめ
114
日本語能力試験 模試と対策 N1
106
日本語能力試験 模試と対策 N1 Vol.2
106
日本語能力試験 模試と対策 N2
106
日本語能力試験 模試と対策 N2 Vol.2
107
日本語能力試験 模試と対策 N3
107
日本語能力試験 模試と対策 N3 Vol.2
107
日本語能力試験問題集 N1語彙スピードマ
スター
116
日本語能力試験問題集 N1聴解スピードマ
スター
116
日本語能力試験問題集 N1読解スピードマ
スター
116
日本語能力試験問題集 N1文法スピードマ
スター
116
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Tokyo発体験的にほんご会話
78
TRY！日本語能力試験N1
103
TRY！日本語能力試験N2
103
Virtual Hiragana Class in One Week 95
WEEKLY J BOOK1
37
Weekly J for Starters1
38
White Rabbit Press Kana Poster
161
White Rabbit Press Kanji Poster v3
161
Working in Japan
27
Write Now!
93
Writing E-mails in Japanese
70

日本語能力試験問題集 N2語彙スピードマ
スター
116
日本語能力試験問題集 N2聴解スピードマ
スター
117
日本語能力試験問題集 N2読解スピードマ
スター
117
日本語能力試験問題集 N2文法スピードマ
スター
116
日本語能力試験問題集 N3語彙スピードマ
スター
117
日本語能力試験問題集 N3聴解スピードマ
スター
117
日本語能力試験問題集 N3読解スピードマ
スター
117
日本語能力試験問題集 N3文法スピードマ
スター
117
日本語能力試験問題集 N4語彙スピードマ
スター
100
日本語能力試験問題集 N4聴解スピードマ
スター
101
日本語能力試験問題集 N4読解スピードマ
スター
101
日本語能力試験問題集 N4文法スピードマ
スター
101
日本語能力試験問題集 N5語彙スピードマ
スター
101
日本語能力試験問題集 N5聴解スピードマ
スター
101
日本語能力試験問題集 N5読解スピードマ
スター
101
日本語能力試験問題集 N5文法スピードマ
スター
101
日本語能力試験レベルアップトレーニン
グ聴解
110
日本語能力試験レベルアップトレーニン
グ聴解N２
110
日本語能力試験レベルアップトレーニン
グ文法
110
日本語能力試験レベルアップトレーニン
グ文法N２
110
にほんご発音アクティビティ
64
にほんご発音かんたん
64
日本語ビジネス文書マニュアル
28
日本語表現文型辞典
51
日本語文型辞典
165
日本語丸暗記帳
32
日本人の心がわかる日本語
137
日本総論Ⅰ
137
日本文化を読む
58
日本留学試験速攻トレーニング 数学コー
ス1編
129
日本を話そう
138
ニュースの日本語 聴解50
66
ハイレベル数学 コース２
128
ハイレベル数学 コース1
128
ハイレベル総合科目［改訂版］
128
ハイレベル理科［改訂版］（物理・化学・
生物）
128
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はじめての日本語・韓国語編
16
はじめよう日本語 初級１メインテキスト
13
はじめよう日本語 初級２メインテキスト
13
パスポート朝鮮語小辞典
171
阪妻－阪東妻三郎の生涯（DVD）
150
ビジネスケースで学ぶ日本語
9
ビジネス日本語オール・イン・ワン問題集
32
ビジネス日本語慣用表現200+50
32
ビジネス日本語用例辞典
29
必要なときに通じる旅行日本語
37
分野別カタカナ語彙トレーニング
85
ペラペラ日本語 おしゃべりフリートーキ
ング360（初中級）
75
ポケットプログレッシブ 韓日・日韓辞典
第２版
170
マンガで学ぶ日本語上級表現使い分け100
82
マンガでわかる実用敬語 初級編
29
満々日本語
8
耳から覚える日本語能力試験 語彙トレー
ニングN1
111
耳から覚える日本語能力試験語彙トレー
ニングN3
111
耳から覚える日本語能力試験 聴解トレー
ニングN3
112
耳から覚える日本語能力試験 聴解トレー
ニングN4
112
みんなの日本語初級
14
みんなの日本語初級 やさしい作文
71
みんなの日本語初級Ⅰ 第2版 初級で読め
るトピック25
61
みんなの日本語初級Ⅰ 聴解タスク25 66
みんなの日本語初級
13
みんなの日本語初級Ⅱ 第2版 初級で読め
るトピック25
61
みんなの日本語初級Ⅱ 聴解タスク25 66
みんなの日本語中級Ⅰ
14
みんなの日本語中級Ⅱ
14
留学生のための読解トレーニング
63
留学生のための分野別語彙例文集 第2版
86
わかって使える日本語
15
わくわく文法リスニング99
68
わたしのにほんご
74
Aspects of Japanese Society
138
BJTビジネス日本語能力テスト
読解実力養成問題集
33
BJTビジネス日本語能力テスト
聴解・聴読解実力養成問題集
33
CATCHY JAPANESE PHRASES
32
DVD-Videoシリーズ
149
DVDで学ぶ日本語 エリンが挑戦！
にほんごできます。
151
J.Bridge 新装第2版
19
JLPT N1 문법 新완전마스터
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필수문법형식123
JLPT N2 문법 新완전마스터
필수문법형식198
LIVE from TOKYO
Talking Silents
Writing E-mails in Japanese

118
118
65
149
70

スペイン語
看護・介護の言葉と漢字ワークブック 31
教科につなげる学習語彙・漢字ドリル 48
小学館 和西辞典
171
小学館 西和中辞典
171
新装版 はじめのいっぽ
13
新にほんご〈生活の漢字〉漢字み～つけた
88
新日本語の基礎Ⅰ
10
新日本語の基礎Ⅱ
10
新日本語の基礎 かな練習帳
93
新日本語の基礎 漢字練習帳
93
ストーリーで覚える漢字300
89
ストーリーで覚える漢字II 301-500 89
スペイン語ミニ辞典（改訂版）
171
デイリーコンサイス西和・和西辞典 171
はじめのいっぽ
13
みんなの日本語初級
14
みんなの日本語初級
13
みんなの日本語中級Ⅰ
14
みんなの日本語中級Ⅱ
14
和西辞典（改訂版）
171

タイ語
1日15分の漢字練習 中級
88
教師と学習者のための日本語文型辞典
165
シャドーイング日本語を話そう 就職・ア
ルバイト・進学面接編
74
シャドーイング
日本語を話そう初～中級編
74
シャドーイング
日本語を話そう中～上級編
74
新装版 1日15分の漢字練習 初級～初中級
88
新日本語の基礎Ⅰ
10
新日本語の基礎Ⅱ
10
新日本語の中級
11
ストーリーで覚える漢字300
89
ストーリーで覚える漢字II 301-500 89
ストーリーで覚える漢字300 ワークブック
［英語・インドネシア語・タイ語・ベトナ
ム語版］
90
タイ語・ベトナム語・インドネシア語版
日本語単語スピードマスター
STANDARD2400
79
タイ語・ベトナム語・インドネシア語版
日本語単語スピードマスター
ADVANCED2800
80
タイ語・ベトナム語・インドネシア語版日
本語単語スピードマスターBASIC1800 79

辞典 165～179
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くらべてわかる 中級日本語表現文型ドリ
ル
53
語彙マップで覚える漢字と語彙
初級1400
87
語彙マップで覚える漢字と語彙
中級1500
91
こどものにほんご
48
5分でできる にほんご 音の聞きわけトレ

新版 中日交流標準日本語 初級 上下（第
二版）
17
新版 中日交流標準日本語 初級同歩練
習（第二版）
17
新版 中日交流標準日本語 中級 上下
（第二版）
17
すぐに使える 接客日本語大特訓 中国
語編
73

中国語

日本語学習者用教科書 3～141
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ストーリーと活動で自然に学ぶ日本語 11
成語諺語 精選300則
85
大学・大学院留学生の日本語
39
多言語やりとり素材集
203
たのしい日本語作文教室
71
短期集中 初級日本語文法総まとめ
ポイント20
55
ちがいがわかる対照表 日本の漢字 中
国の漢字
167
中級からはじめるニュースの日本語 聴解
40
65
中級日本語文法要点整理ポイント20 55
中級へ行こう日本語の文型と表現55 第2版
12
中級を学ぼう
日本語の文型と表現56中級前期
12
中国からの帰国者のための生活日本語 19
中国語常用フレーズ辞典
172
中国人のための
漢字の読み方ハンドブック
175
中上級学習者のための日本語読解ワーク
ブック
58
中上級学習者のためのブラッシュアップ
日本語会話
75
中日辞典（第2版）
172
使って、身につく！ 漢字×語彙 1
95
使って、身につく！ 漢字×語彙 2
95
デイリーコンサイス中日・日中辞典（第3
版）
172
できる日本語準拠 たのしい読みもの55 初
級＆初中級
5
できる日本語 初級 本冊
4
できる日本語 初中級 本冊
4
できる日本語 中級 本冊
4
独学日本語Ⅰ－中国語版－
22
独学日本語Ⅱ－中国語版－
23
独学日本語Ⅲ－中国語版－
23
トピックによる日本語総合演習
11
TRY！日本語能力試験N3
103
TRY！日本語能力試験N4
103
TRY！日本語能力試験N5
103
どんどんつながる漢字練習帳 初級
88
どんなときどう使う 日本語語彙学習辞
典
82
日・英・中 ビジネスレター・Eメール
ハンドブック
32
日常会話辞典
76
日常生活日本語 初級
16
日文輕鬆聴
67
日文輕鬆寫
71

辞典 165～179

教師用参考書 183～251
41

★使用言語索引

アニメ 漢詩・漢文の世界 ①故事成語
147
アニメ 漢詩・漢文の世界 ②漢詩Ⅰ
～李白・孟浩然～
147
アニメ 漢詩・漢文の世界 ③漢詩Ⅱ
～杜甫・王維～
147
アニメ 漢詩・漢文の世界 ④論語 147
1日15分の漢字練習 中級
88
いつかどこかで
11
いっぽにほんごさんぽ
暮らしのにほんご教室 初級1
10
いっぽにほんごさんぽ 暮らしのにほんご
教室 初級2
10
絵でわかる日本語使い分け辞典1000 178
エリンが挑戦！にほんごできます。 151
オリンピックの言語学
220
改訂版 どんなときどう使う日本語表現文
型200
51
科学技術基礎日本語：留学生・技術研修生
のための使える日本語
43
ガンバレ！にほんご
16
完璧 数学（コース１）
130
慣用句諺語活用辞典
178
聞いて覚える話し方 日本語生中継
64
聞く・考える・話す 留学生のための
初級にほんご会話
41
キクタン日本語【日本語能力試験N2】 81
キクタン日本語【日本語能力試験N3】 82
聴くトレーニング<聴解･聴読解>基礎編
日本留学試験対応
131
聴くトレーニング<聴解･聴読解>応用編
日本留学試験対応
131
教科につなげる学習語彙6000語
47
教科につなげる学習語彙・漢字ドリル 48
教師と学習者のための日本語文型辞典
165

ーニング
65
コミュニケーションのための
日本語発音レッスン
65
こんにちは、にほんご！
37
しごとの日本語
29
シャドーイングで日本語発音レッスン 65
シャドーイング日本語を話そう 就職・ア
ルバイト・進学面接編
74
シャドーイング
日本語を話そう初～中級編
74
シャドーイング
日本語を話そう中～上級編
74
就活・仕事のにほんご会話
28
上級学習者のための日本語読解ワークブ
ック
58
初級から中級への日本語ドリル
53
初級から中級への日本語ドリル
〈文法〉チャレンジ編
53
新・わくわく文法リスニング100 ―耳で
学ぶ日本語― [1]
69
新・わくわく文法リスニング100 ―耳で
学ぶ日本語― [2]
69
新華字典（第10版）日本語版
171
新完全マスター漢字
日本語能力試験N3
119
新完全マスター語彙
日本語能力試験N3
119
新完全マスター聴解
日本語能力試験N3
120
新完全マスター読解
日本語能力試験N3
120
新完全マスター文法
日本語能力試験N3
121
新時代日漢辞典（第二版）
172
新装版 1日15分の漢字練習 初級～初中級
88
新訂版 読むトレーニング 基礎編
131
新訂版 読むトレーニング 応用編
131
新にほんご500問N1
102
新にほんご500問N2
102
新・にほんご敬語トレーニング
28
新・日本語能力試験 N1・N2・N3
新傾向解説と完全予想模試
117
新日本語の基礎Ⅰ
10
新日本語の基礎Ⅱ
10
新日本語の基礎 かな練習帳
93
新日本語の中級
11
新版 中日交流標準日本語 高級 上下
17

タイ語・ベトナム語・インドネシア語版日
本語単語スピードマスター
INTERMEDIATE2500
80
日本語文型辞典
165
一人で学べるひらがなかたかな
94
みんなの日本語初級
14
みんなの日本語初級Ⅰ 第2版 初級で読め
るトピック25
61
みんなの日本語初級
13
みんなの日本語初級Ⅱ 第2版 初級で読め
るトピック25
61

日本アニメクラシックコレクション
DVD4巻セット
150
日本漢字読み方ハンドブック
168
日本企業への就職
ビジネス会話トレーニング
28
日本企業への就職
ビジネスマナーと基本のことば
28
日本語 読み書きのたね
70
日本語N4 文法・読解まるごとマスター
99
日本語N5 文法・読解まるごとマスター
99
日本語Eメールの書き方
70
にほんご音読トレーニング
64
にほんご会話上手！
73
にほんご会話トレーニング
28
日本語学習者のための読解厳選テーマ10
［中上級］
63
日本語学習者のための読解厳選テーマ10
［中級］
63
にほんご語彙力アップトレーニング 80
にほんごこれだけ！
7
日本語初級1大地
12
日本語初級2大地
12
日本語生活用語集
83
日本語総まとめ N1 聴解
104
日本語総まとめ N2 聴解
105
日本語総まとめ N3 聴解
105
日本語総まとめN1
103
日本語総まとめN2
104
日本語総まとめN3
105
日本語多義語学習辞典 形容詞・副詞編
165
日本語多義語学習辞典 動詞編
165
日本語多義語学習辞典 名詞編
165
日本語単語スピードマスター
STANDARD2400
79
日本語単語スピードマスター
ADVANCED2800
80
日本語単語スピードマスター
INTERMEDIATE2500
80
日本語単語スピードマスターBASIC1800
79
にほんご単語ドリル ～副詞～
81
日本語中級 J501
9
にほんごで働く！ビジネス日本語30時間
33
日本語生中継
64
日本語能力試験 N1語彙 必修パターン
99
日本語能力試験 N1聴解 必修パターン
99
日本語能力試験 N1読解 必修パターン
99
日本語能力試験 N1文法 必修パターン
99
日本語能力試験N2 予想問題集
［改訂版]
113

日本語学習者用教科書 3～141
42

日本語能力試験 N2語彙 必修パターン
100
日本語能力試験 N2読解 必修パターン
100
日本語能力試験 N2文法 必修パターン
100
日本語能力試験 完全模試 N1
115
日本語能力試験 完全模試 N2
115
日本語能力試験 完全模試 N3
115
日本語能力試験 完全模試 N4
115
日本語能力試験 完全模試 N5
116
日本語能力試験総合テキスト N1
100
日本語能力試験総合テキスト N2
100
日本語能力試験総合テキスト N3
100
日本語能力試験 ターゲット
112
日本語能力試験対策 N1 文法総まとめ
114
日本語能力試験対策 N2 文法総まとめ
114
日本語能力試験 模試と対策 N1
106
日本語能力試験 模試と対策 N1 Vol.2
106
日本語能力試験 模試と対策 N2
106
日本語能力試験 模試と対策 N2 Vol.2
107
日本語能力試験 模試と対策 N3
107
日本語能力試験 模試と対策 N3 Vol.2
107
日本語能力試験問題集 N1語彙スピードマ
スター
116
日本語能力試験問題集 N1聴解スピードマ
スター
116
日本語能力試験問題集 N1読解スピードマ
スター
116
日本語能力試験問題集 N1文法スピードマ
スター
116
日本語能力試験問題集 N2語彙スピードマ
スター
116
日本語能力試験問題集 N2聴解スピードマ
スター
117
日本語能力試験問題集 N2読解スピードマ
スター
117
日本語能力試験問題集 N2文法スピードマ
スター
116
日本語能力試験問題集 N3語彙スピードマ
スター
117
日本語能力試験問題集 N3聴解スピードマ
スター
117
日本語能力試験問題集 N3読解スピードマ
スター
117
日本語能力試験問題集 N3文法スピードマ
スター
117
日本語能力試験問題集 N4語彙スピードマ
スター
100
日本語能力試験問題集 N4聴解スピードマ
スター
101
日本語能力試験問題集 N4読解スピードマ
スター
101

視聴覚・補助教材 145～161

日本語能力試験問題集 N4文法スピードマ
スター
101
日本語能力試験問題集 N5語彙スピードマ
スター
101
日本語能力試験問題集 N5聴解スピードマ
スター
101
日本語能力試験問題集 N5読解スピードマ
スター
101
日本語能力試験問題集 N5文法スピードマ
スター
101
日本語能力試験レベルアップトレーニン
グ聴解
110
日本語能力試験レベルアップトレーニン
グ聴解N２
110
日本語能力試験レベルアップトレーニン
グ文法
110
日本語能力試験レベルアップトレーニン
グ文法N２
110
にほんご発音アクティビティ
64
にほんご発音かんたん
64
日本語ビジネス文書マニュアル
28
日本語表現文型辞典
51
日本語文型辞典
165
日本語丸暗記帳
32
日本人の心がわかる日本語
137
日本文化を読む
58
日本留学試験速攻トレーニング 数学コー
ス1編
129
日本を話そう
138
ニュースの日本語 聴解50
66
ハイレベル数学 コース２
128
ハイレベル数学 コース1
128
ハイレベル総合科目［改訂版］
128
ハイレベル理科［改訂版］（物理・化学・
生物）
128
はじめての日本語能力試験 N1単語 3000
108
はじめての日本語能力試験 N2単語 2500
108
はじめて学ぶ介護の日本語 基本のこと
ば
42
はじめよう日本語 初級１メインテキスト
13
はじめよう日本語 初級２メインテキスト
13
話す・書くにつながる！日本語読解中級
59
話す・書くにつながる！日本語読解中上級
59
阪妻－阪東妻三郎の生涯（DVD）
150
ビジネスケースで学ぶ日本語
9
ビジネス日本語Drills
36
ビジネス日本語オール・イン・ワン問題集
32
ビジネス日本語会話 商談・取引編
32
ビジネス日本語慣用表現200+50
32
ビジネス日本語基本単語360
33
ビジネス日本語用例辞典
29

辞典 165～179
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149
103
103
70

Talking Silents
TRY！日本語能力試験N1
TRY！日本語能力試験N2
Writing E-mails in Japanese

1日15分の漢字練習 中級
88
介護の言葉と漢字ハンドブック
31
看護・介護の言葉と漢字ワークブック 31
キクタン日本語【日本語能力試験N2】 81
キクタン日本語【日本語能力試験N3】 82
キクタン日本語
81
キクタン日本語
82
教師と学習者のための日本語文型辞典
165
こんにちは、にほんご！〈ベトナム語版〉
37
シャドーイング日本語を話そう 就職・ア
ルバイト・進学面接編
74
シャドーイング
日本語を話そう初～中級編
74
シャドーイング
日本語を話そう中～上級編
74
就活・仕事のにほんご会話
28
上級学習者のための日本語読解ワークブ
ック
58
新・わくわく文法リスニング100 ―耳で
学ぶ日本語― [1]
69
新・わくわく文法リスニング100 ―耳で
学ぶ日本語― [2]
69

新完全マスター単語 日本語能力試験N3 重
要1800語
119
新完全マスター聴解 日本語能力試験N3 ベ
トナム語版
120
新完全マスター読解 日本語能力試験N3 ベ
トナム語版
120
新完全マスター文法 日本語能力試験N4 ベ
トナム語版
121
新完全マスター文法
日本語能力試験N3 ベトナム語版 121
新装版 1日15分の漢字練習 初級～初中級
88
新訂版 読むトレーニング 基礎編
131
新訂版 読むトレーニング 応用編
131
新にほんご500問N3
102
新日本語の基礎Ⅰ
10
新日本語の基礎Ⅱ
10
新日本語の中級
11
すぐ書ける！きれいに書ける！
ひらがな・カタカナ練習ノート
88
ストーリーで覚える漢字300
89
ストーリーで覚える漢字II 301-500 89
ストーリーで覚える漢字300 ワークブック
［英語・インドネシア語・タイ語・ベト
ナム語版］
90
大学・大学院留学生の日本語
39
タイ語・ベトナム語・インドネシア語版日
本語単語スピードマスター
STANDARD2400
79
タイ語・ベトナム語・インドネシア語版
日本語単語スピードマスター
ADVANCED2800
80
タイ語・ベトナム語・インドネシア語版日
本語単語スピードマスターBASIC180079
タイ語・ベトナム語・インドネシア語版日
本語単語スピードマスター
INTERMEDIATE2500
80
中級へ行こう日本語の文型と表現55 第2版
12
できる日本語準拠 たのしい読みもの55 初
級＆初中級
5
TRY！日本語能力試験N3
103
TRY！日本語能力試験N4
103
TRY！日本語能力試験N5
103
どんどんつながる漢字練習帳 初級
88
どんなときどう使う 日本語語彙学習辞
典
82
日本語N4 文法・読解まるごとマスター
99
日本語N5 文法・読解まるごとマスター
99
にほんご音読トレーニング
64
日本語学習者のための読解厳選テーマ10
［中上級］
63

新完全マスター漢字日本語能力試験N3 ベ
トナム語版
119

日本語学習者のための読解厳選テーマ10
［中級］
63

ドイツ語
アクセス和独辞典
デイリーコンサイス独和・和独辞典
パスポート独和・和独小辞典
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95
38
27
93

初中級
いつかどこかで
11
オノマトペラペラ
86
外国人のためのケータイメール
＠にっぽん
80
外国人のための助詞
56
介護の言葉と漢字
介護福祉士国家試験対策
ウォーミングアップ
30
介護の言葉と漢字
介護福祉士国家試験対策
段階別事例問題読解
30
介護の言葉と漢字ハンドブック
31
介護の言葉と漢字ワークブック
31
改訂版 どんなときどう使う日本語表現文
型200
51
会話式日本語文法
3
韓国人が間違いやすい日本語公式99 84
漢字・語彙が弱いあなたへ
96
漢字たまご
96
漢字マスター
91
漢字を勉強しましょう
90
聞いて覚える話し方 日本語生中継
64
基本漢字250
97
くらべてわかる初級日本語表現文型ドリ
ル
52
敬語コミュニケーション
26
現代文で読む古典と民話
62
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★レベル別索引

日本語初級2大地
12
日本語初級２大地 漢字学習帳
〈英語版〉
94
日本語初歩
23
日本語初歩 改訂 文法説明
23
日本語第一歩
23
にほんご宝船 いっしょに作る活動集 4
日本語単語スピードマスターBASIC1800
79
にほんごで はなしましょう
38
日本語でビジネス会話
－初級編：生活とビジネス－
35
日本語ドキドキ体験交流活動集
38
日本語はつおん
68
にほんご発音かんたん
64
日本語文型ハンドブック
60
日本語丸暗記帳
32
にほんごワークブック
49
にほんごをまなぼう
45
日本語を学ぼう2
45
日本人と働く
27
日本人を知る
27
日本で暮らす
27
日本文化を読む
58
はじめてのかん字
89
はじめての日本語
16
はじめての日本語・韓国語編
16
はじめてのひらがな
88
はじめのいっぽ
13
はじめよう日本語 初級１ドリルと文法
54
はじめよう日本語 初級１メインテキスト
13
はじめよう日本 初級２ドリルと文法 55
はじめよう日本語 初級２メインテキスト
13
ビジネス日本語会話 商談・取引編
32
ビジネス日本語基本単語360
33
必要なときに通じる旅行日本語
37
一人で学べるひらがなかたかな
94
ひらがなおけいこ
89
ひらがな
90
カタカナ
90
ひらがなとカタカナ
97
ひらがなワークブック
90
ひらけ日本語
17
ひろこさんのたのしいにほんご
50
文化初級日本語 テキスト改訂版
18
文法が弱いあなたへ
56
文法まとめリスニング 初級１
65
ペアで覚えるいろいろなことば
86
毎日の聞きとり50日
68
まとめノート 国語基本語１２００ 85
学びやすい日本語
24
学ぼう！にほんご
15
マリアとケンのいっしょににほんご 48
まるごと 日本のことばと文化
7
まるごとビジネス日本語初級
32

語彙マップで覚える漢字と語彙
中級1500
91
項目別日本語文法問題集
98
こども にほんご宝島
44
コミュニケーション日本語
15
コミュニケーションのための
日本語発音レッスン
65
シャドーイングで日本語発音レッスン 65
小説 ミラーさん
61
初級から中級への日本語ドリル
53
初級から中級への日本語ドリル
〈文法〉チャレンジ編
53
初級日本語表現文型ドリル
52
助詞で変わるあなたの日本語(新装版) 52
新・わくわく文法リスニング100 ―耳で
学ぶ日本語― [2]
69
新装版 1日15分の漢字練習 初級～初中級
88
新装版 基礎日本語文法教本
51
新装版 日本語集中トレーニング
4
新装版 ビジネスのための日本語
33
すぐに話せる日本語
27
ストーリーで覚える漢字300
89
ストーリーで覚える漢字II 301-500 89
ストーリーで覚える漢字300 ワークブック
［英語・インドネシア語・タイ語・ベト
ナム語版］
90
ストーリーと活動で自然に学ぶ日本語 11
総合日本語初級から中級へ
22
タイ語・ベトナム語・インドネシア語版日
本語単語スピードマスター
STANDARD2400
79
タイ語・ベトナム語・インドネシア語版日
本語単語スピードマスターBASIC180079
タイ語・ベトナム語・インドネシア語版日
本語単語スピードマスター
INTERMEDIATE2500
80
正しく美しい書き方 漢字
92
正しく美しい書き方 漢字３年
93
だれからだれに？（新装版）
82
着々！日本語新常用漢字 2136
84
着々！日本語単語帳
84
聴解が弱いあなたへ
67
使って、身につく！ 漢字×語彙 2
95
テーマ別 中級までに学ぶ日本語
6
できる日本語準拠 たのしい読みもの55 初
級＆初中級
5
できる日本語 初中級教え方ガイド＆イラ
ストデータCD-ROM
4
できる日本語 初中級 本冊
4
できる日本語 わたしのことばノート 22
独学日本語Ⅲ－中国語版－
23
「独白文」
23
読解 現代文で読む古典と民話
62
読解をはじめるあなたへ
62
どんなときどう使う 日本語語彙学習辞
典
82
日本企業への就職
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ビジネス会話トレーニング
28
日本企業への就職
ビジネスマナーと基本のことば
28
日本語 読み書きのたね
70
日本語５つのとびら
23
日本語運用力養成問題集-初中級用- 98
にほんご会話トレーニング
28
にほんご漢字トレーニング
87
にほんご語彙力アップトレーニング 80
日本語再履修
18
日本語集中トレーニング
4
日本語ステップアップ
3
にほんご宝船 いっしょに作る活動集 4
にほんご単語ドリル
～慣用句・四字熟語～
80
にほんご単語ドリル
～ぎおん語・ぎたい語～
81
にほんごで働く！ビジネス日本語30時間
33
日本語ドキドキ体験交流活動集
38
日本語生中継
64
日本語の文構造
56
にほんご発音アクティビティ
64
日本語丸暗記帳
32
日本語を楽しく読む本
60
日本人と働く
27
日本人を知る
27
日本文化を読む
58
入門テクニカルライティング
26
ネパール語・カンボジア語・ラオス語版日
本語単語スピードマスター
STANDARD2400
79
ビジネス日本語Drills
36
ビジネス日本語会話 商談・取引編
32
ビジネスのための日本語
33
ひとりでできる初級日本語文法の復習 英
語版
55
ひとりでできる初級日本語文法の復習 中
国語版
55
ひらひらきらり
86
文化中級日本語
18
文法が弱いあなたへ
56
ペアで覚えるいろいろなことば
86
ポップカルチャー NEW&OLD
5
毎日練習！リズムで身につく日本語の発
音
66
まとめノート 国語基本語１２００ 85
学ぼう！にほんご
15
まるごと 日本のことばと文化
7
マレーシア語・ミャンマー語・フィリピノ
語版日本語単語スピードマスター
STANDARD2400
79
よく使われる新聞の漢字と熟語
96
留学生の12か月
50
レポート・ライティング
26
わかるビジネス日本語
29
All About Particles
52
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An Introduction to Japanese Grammar and
Communication Strategies [Revised
Edition]
53
CATCHY JAPANESE PHRASES
32
COURS DE JAPONAIS
19
J.Bridge for Beginners Vol.2
19
J.Bridge 新装第2版
19
KANJI LOOK AND LEARN
92
KANJI PUZZLES & QUIZZES
92
LIVE from TOKYO
65
POCKET JAPANESE
37
PRACTICAL KANJI 基礎500漢字 Vol.2 87
WEEKLY J BOOK1
37

中級
イ・ドングンの日本語クリニック
84
生きた会話を学ぶ 中級から上級への日本
語なりきりリスニング
65
生きた素材で学ぶ新・中級から上級への日
本語ワークブック
8
生きた素材で学ぶ
中級から上級への日本語
8
1日15分の漢字練習 中級
88
イラストでわかる日本語表現 中級
52
インタビューで学ぶ日本語
67
英文 間違えやすい日本語語法
55
外国人のためのケータイメール
＠にっぽん
80
外国人のための助詞
56
介護スタッフのための声かけ表現集 26
介護の言葉と漢字
介護福祉士国家試験対策
ウォーミングアップ
30
介護の言葉と漢字
介護福祉士国家試験対策
段階別事例問題読解
30
介護の言葉と漢字ハンドブック
31
介護の言葉と漢字ワークブック
31
改訂版 どんなときどう使う 日本語表現
文型500
82
改訂版どんなときどう使う
日本語表現文型500
51
改訂版 日本語中級 J301
9
改訂版 例文で学ぶ 漢字と言葉N2
93
会話式日本語文法
3
漢字の読み方・書き方1006
95
漢字マスター
91
漢字を勉強しましょう
90
聞いて覚える話し方 日本語生中継
64
キクタン日本語【日本語能力試験N3】 82
キクタン日本語
82
きたえよう漢字力
89
京都・大阪とその周辺 近畿地方
62
くらべてわかる 中級日本語表現文型ドリ
ル
53
比べて分かる日本語の助詞
52
現代文で読む古典と民話
62
語彙 表現
86
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テーマ別 中級から学ぶ日本語 [改訂版]
6
できる日本語 中級 本冊
4
デジタルコンテンツを学ぶ留学生のため
のカタカナ語表現練習帳
83
てにをは辞典
52
独学日本語Ⅲ－中国語版－
23
読解 現代文で読む古典と民話
62
読解をはじめるあなたへ
62
トピックによる日本語総合演習
11
どんどん使える！日本語文型トレーニン
グ（中級）
56
どんどん読めるいろいろな話
63
どんなときどう使う 日本語語彙学習辞
典
82
どんなときどう使う日本語表現文型500
51
日文輕鬆寫
71
日本企業への就職
ビジネス会話トレーニング
28
日本企業への就職
ビジネスマナーと基本のことば
28
日本語５つのとびら
23
日本語Eメールの書き方
70
日本語いろいろ
63
日本語運用力養成問題集-初中級用- 98
にほんご会話トレーニング
28
日本語学習者のための読解厳選テーマ10
［中級］
63
日本語形容詞・副詞ハンドブック
52
日本語 言葉のコンビネーション・
ハンドブック
83
にほんご宝船 いっしょに作る活動集 4
日本語単語スピードマスター
STANDARD2400
79
にほんご単語ドリル
～慣用句・四字熟語～
80
にほんご単語ドリル
～ぎおん語・ぎたい語～
81
にほんご単語ドリル～動詞～
81
にほんご単語ドリル ～副詞～
81
日本語中級Ⅰ(凡人社)
24
日本語中級Ⅰ 練習帳
24
日本語中級Ⅱ
24
日本語中級 J501
9
日本語でビジネス会話－中級編－
35
日本語動詞ハンドブック
52
日本語ドキドキ体験交流活動集
38
日本語生中継
64
日本語の作文技術 中・上級
70
にほんご話し方トレーニング[中・上級レ
ベル]
64
日本語ビジネス文書マニュアル
28
日本語表現の教室 中級
83
日本語表現文型辞典
51
日本語表現文型中級
24
日本語文型ハンドブック
60
日本語文法辞典〔中級編〕
53
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日本語丸暗記帳
32
日本語を磨こう
83
日本人と働く
27
日本人を知る
27
日本文化を読む
58
話す・書くにつながる！日本語読解中級
59
ビジネスケースで学ぶ日本語
9
ビジネスコミュニケーションのためのケ
ース学習
31
ビジネス情報の見方･読み方
36
ビジネス日本語オール・イン・ワン問題集
32
ビジネス日本語会話 商談・取引編
32
ビジネス日本語慣用表現200+50
32
ビジネスマンのための実戦日本語
30
ビジネス用語集（改訂版）
36
人を動かす！ 実戦ビジネス日本語会話
中級1
33
人を動かす！ 実戦ビジネス日本語会話
中級2
33
表現テーマ別 にほんご作文の方法
71
文法が弱いあなたへ
56
分野別カタカナ語彙トレーニング
85
ペアで覚えるいろいろなことば
86
毎日の聞きとり50日
68
毎日の聞きとりplus40
68
毎日練習！リズムで身につく日本語の発
音
66
まとめノート 敬語と言葉のきまり 85
まとめノート 国語基本語１２００ 85
学ぼう！にほんご
15
まるごと 日本のことばと文化
7
みんなの日本語中級Ⅰ
14
みんなの日本語中級Ⅰ くり返して覚える
単語帳
85
みんなの日本語中級Ⅱ
14
みんなの日本語中級Ⅱ くり返して覚える
単語帳
85
よく使われる新聞の漢字と熟語
96
読む力 中級
59
読める書ける中級漢字
87
4コママンガでおぼえる日本語
81
留学生の12か月
50
留学生のためのアカデミック・
ジャパニーズ 聴解 中級
66
留学生のための漢字の教科書 中級700 91
留学生のための読解トレーニング
63
禮貌日語
85
連語を使おう
83
わかって使える日本語
15
わかるビジネス日本語
29
All About Particles
52
BJTビジネス日本語能力テスト
読解実力養成問題集
33
BJTビジネス日本語能力テスト
聴解・聴読解実力養成問題集
33
CATCHY JAPANESE PHRASES
32
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語彙マップで覚える漢字と語彙
中級1500
91
語彙力ぐんぐん 1日10分
85
項目別日本語文法問題集
98
国語力を高める語彙１５００
85
こども にほんご宝島
44
コミュニケーション日本語
15
コミュニケーションのための
日本語発音レッスン
65
これで身につく文法力
51
サービス日本語－ホテルスタッフ編－ 26
櫻～さくら～
22
しごとの日本語
29
自然な日本語
20
レベルアップ日本語文法 中級
51
実用ビジネス日本語
30
シャドーイングで日本語発音レッスン 65
上級の力をつける聴解ストラテジー 67
上級へのとびら
5
商談のための日本語
33
初級から中級への日本語ドリル
〈文法〉チャレンジ編
53
助詞で変わるあなたの日本語(新装版) 52
新・毎日の聞き取り50日
68
新装版 商談のための日本語
33
新装版 基礎日本語文法教本
51
新・中級から上級への日本語
8
新・にほんご敬語トレーニング
28
新日本語の中級
11
新版 中日交流標準日本語 中級 上下
（第二版）
17
新聞の読解
61
すぐに話せる日本語
27
総合日本語中級前期
22
総合日本語中級
22
速読の日本語
61
速読用の文化エピソード
62
大学・大学院総合日本語 櫻～さくら～
22
着々！日本語新常用漢字 2136
84
中級からの日本語プロフィシェンシーラ
イティング
71
中級からはじめるニュースの日本語 聴解
40
65
中級日本語［新装改訂版］
21
中級日本語文法要点整理ポイント20 55
中級日本語を教える教師の手引き
6
中級の日本語改訂版
9
中級へ行こう日本語の文型と表現55 第2版
12
中級を学ぼう
日本語の文型と表現56中級前期
12
中級を学ぼう
日本語の文型と表現82中級中期
13
中・上級者のための速読の日本語
61
中上級 日本語ディベート教材
35
聴解が弱いあなたへ
67

Common Japanese Collocations
CURRENT JAPANESE
INTERMEDIATE KANJI BOOK
Japanese for Hotel Staff
Japanese for Professionals
KANJI IN CONTEXT
KANJI LOOK AND LEARN
KANJI PUZZLES & QUIZZES
POCKET JAPANESE
Writing E-mails in Japanese

83
19
95
26
30
92
92
92
37
70

中上級
生きた素材で学ぶ
中級から上級への日本語
8
インタビューで学ぶ日本語
67
英語圏版 マンガ「坊っちゃん」
25
英文 間違えやすい日本語語法
55
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
30
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Ⅱ「介護」
30
外国人のための新聞の見方・読み方 62
介護スタッフのための声かけ表現集 26
介護の言葉と漢字
介護福祉士国家試験対策
ウォーミングアップ
30
介護の言葉と漢字
介護福祉士国家試験対策
段階別事例問題読解
30
介護の言葉と漢字ハンドブック
31
介護の言葉と漢字ワークブック
31
改訂版 どんなときどう使う 日本語表現
文型500
82
改訂版どんなときどう使う
日本語表現文型500
51
改訂版 例文で学ぶ 漢字と言葉N2
93
会話式日本語文法
3
聞いて覚える話し方 日本語生中継
64
キクタン日本語【日本語能力試験N2】 81
キクタン日本語
81
語彙マップで覚える漢字と語彙
中級1500
91
語彙力ぐんぐん 1日10分
85
国語力を高める語彙１５００
85
ここがポイント！ レポート・論文を書く
ための日本語文法
51
こども にほんご宝島
44
コミュニケーションのための
日本語発音レッスン
65
サービス日本語－ホテルスタッフ編－ 26
櫻～さくら～
22
実践で使えるビジネス日本語
32
実用ビジネス日本語
30
就活・仕事のにほんご会話
28
上級の力をつける聴解ストラテジー 67
新・中級から上級への日本語
8
新・にほんご敬語トレーニング
28
新聞・テレビ ニュースの日本語
84
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新聞で学ぶ日本語
60
新聞の読解
61
速読の日本語
61
大学・大学院総合日本語 櫻～さくら～
22
タイ語・ベトナム語・インドネシア語版日
本語単語スピードマスター
ADVANCED2800
80
着々！日本語新常用漢字 2136
84
中級日本語［新装改訂版］
21
中上級学習者のための日本語読解ワーク
ブック
58
中・上級者のための速読の日本語
61
中上級 日本語ディベート教材
35
使うことば
82
てにをは辞典
52
伝統芸能
62
どんなときどう使う 日本語語彙学習辞
典
82
どんなときどう使う日本語表現文型500
51
日本企業への就職
ビジネス会話トレーニング
28
日本企業への就職
ビジネスマナーと基本のことば
28
日本語５つのとびら
23
にほんご会話トレーニング
28
日本語学習者のための読解厳選テーマ10
［中上級］
63
にほんご宝船 いっしょに作る活動集 4
日本語単語スピードマスター
INTERMEDIATE2500
80
にほんご単語ドリル
～慣用句・四字熟語～
80
にほんご単語ドリル
～ぎおん語・ぎたい語～
81
にほんご単語ドリル～動詞～
81
にほんご単語ドリル ～副詞～
81
日本語生中継
64
日本語の作文技術 中・上級
70
日本語の作文力練習帳
70
日本語の論文力練習帳
70
にほんご話し方トレーニング[中・上級レ
ベル]
64
日本語ビジネス文書マニュアル
28
日本語表現文型辞典
51
日本文化を読む
58
ニュースの日本語 聴解50
66
話す・書くにつながる！日本語読解中上級
59
ビジネスケースで学ぶ日本語
9
ビジネスコミュニケーションのためのケ
ース学習
31
ビジネス情報の見方･読み方
36
ビジネス日本語会話 商談・取引編
32
ビジネス用語集（改訂版）
36
人を動かす！ 実戦ビジネス日本語会話
中級2
33

視聴覚・補助教材 145～161

分野別カタカナ語彙トレーニング
85
星の王子さま 澤登翠朗読CDブック
66
毎日の聞きとりplus40
68
まとめノート 敬語と言葉のきまり 85
学ぼう！にほんご
15
読む力 中上級
59
4コママンガでおぼえる日本語
81
留学生のためのアカデミック・
ジャパニーズ 聴解 中上級
66
留学生のための読解トレーニング
63
BJTビジネス日本語能力テスト
読解実力養成問題集
33
BJTビジネス日本語能力テスト
聴解・聴読解実力養成問題集
33
BJTビジネス日本語能力テスト
模試と対策
26
Japanese for Hotel Staff
26
KANJI IN CONTEXT
92
NIE実践ワークブック
70
The Great Japanese 30の物語 中上級
59

上級
生きた素材で学ぶ
中級から上級への日本語
8
インタビューで学ぶ日本語
67
英文 間違えやすい日本語語法
55
オタジャパ！
52
オフィスで使うビジネス日本語2300 34
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
30
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Ⅱ「介護」
30
介護の言葉と漢字
介護福祉士国家試験対策
ウォーミングアップ
30
介護の言葉と漢字
介護福祉士国家試験対策
段階別事例問題読解
30
介護の言葉と漢字ハンドブック
31
介護の言葉と漢字ワークブック
31
改訂版 どんなときどう使う 日本語表現
文型500
82
改訂版どんなときどう使う
日本語表現文型500
51
会話式日本語文法
3
考える漢字・語彙 上級編
91
考える漢字・語彙 超級編
91
Good Writingへのパスポート
70
敬語を中心とした対人関係の表現
54
語彙マップで覚える漢字と語彙
中級1500
91
語彙力ぐんぐん 1日10分
85
国語力を高める語彙１５００
85
ここがポイント！ レポート・論文を書く
ための日本語文法
51
ことがらの関係を表す表現 -複文54
こども にほんご宝島
44

辞典 165～179

教師用参考書 183～251

日本語学習者用教科書 3～141

★レベル別索引

コミュニケーションのための
日本語発音レッスン
65
コロケーションで増やす表現vol.1
82
コロケーションで増やす表現vol.2
82
櫻～さくら～
22
時間を表す表現 －テンス・アスペクト－
改訂版
54
実用ビジネス日本語
30
自動詞・他動詞，使役，受身－ボイス－
54
就活・仕事のにほんご会話
28
上級学習者のための日本語読解ワークブ
ック
58
上級日本語
21
助詞―「は」と「が」、複合格助詞、とり
たて助詞など―
54
新・中級から上級への日本語
8
新・にほんご敬語トレーニング
28
新版 中日交流標準日本語 高級 上下
17
新聞の読解
61
速読の日本語
61
大学・大学院総合日本語 櫻～さくら～
22
タイ語・ベトナム語・インドネシア語版日
本語単語スピードマスター
ADVANCED2800
80
タスクで学ぶ日本語ビジネスメール・ビジ
ネス文書
34
着々！日本語新常用漢字 2136
84
中・上級者のための速読の日本語
61
中上級 日本語ディベート教材
35
使う順と連想マップで学ぶ 漢字＆語彙
日本語能力試験N1
90
テーマ別 上級で学ぶ日本語 [改訂版] 6
てにをは辞典
52
トピックによる日本語総合演習
上級用資料集 第4版
12
どんなときどう使う 日本語語彙学習辞
典
82
どんなときどう使う日本語表現文型500
51
日本企業への就職
ビジネス会話トレーニング
28
日本企業への就職
ビジネスマナーと基本のことば
28
にほんご宝船 いっしょに作る活動集 4
日本語単語スピードマスター
ADVANCED2800
80
にほんご単語ドリル
～慣用句・四字熟語～
80
にほんご単語ドリル
～ぎおん語・ぎたい語～
81
にほんご単語ドリル～動詞～
81
にほんご単語ドリル ～副詞～
81
日本古典の花園を歩く
59
日本語読解 攻略の秘訣
60
日本語の擬音語・擬態語（改訂版） 83

日本語の作文技術 中・上級
70
日本語の達人－仕事上の会話
32
日本語の表現技術－読解と作文－
70
にほんご話し方トレーニング[中・上級レ
ベル]
64
日本語ビジネス文書マニュアル
28
日本語表現文型辞典
51
日本語文法演習
54
助詞―「は」と「が」、複合格助詞、とり
たて助詞など―
54
日本語文法辞典〔上級編〕
53
日本語を学ぶ人のための「上級読解」入門
60
日本思想におけるユートピア
59
日本の映画史
59
日本文化を読む
58
日本をたどりなおす29の方法
18
ニュースの日本語 聴解50
66
話し手の気持ちを表す表現
54
ビジネスケースで学ぶ日本語
9
ビジネスコミュニケーションのためのケ
ース学習
31
ビジネス情報の見方･読み方
36
ビジネス日本語会話 商談・取引編
32
ビジネス日本語慣用表現200+50
32
ビジネス日本語用例辞典
29
ビジネス用語集（改訂版）
36
人を動かす！実戦ビジネス日本語会話 34
分野別カタカナ語彙トレーニング
85
毎日の聞きとりplus40
68
まとまりを作る表現―指示詞、接続詞、の
だ・わけだ・からだ―
54
学ぼう！にほんご
15
マンガで学ぶ日本語上級表現使い分け100
82
4コママンガでおぼえる日本語
81
留学生のためのアカデミック・ジャパニー
ズ 聴解 上級
66
留学生のための漢字の教科書 上級1000
91
留学生のための現代日本語読解
60
留学生のための読解トレーニング
63
留学生のための分野別語彙例文集 第2版
86
ロールプレイで学ぶビジネス日本語 34
BJTビジネス日本語能力テスト
読解実力養成問題集
33
BJTビジネス日本語能力テスト
聴解・聴読解実力養成問題集
33
Japanese Key Expressions
for Business
27
KANJI IN CONTEXT
92

視聴覚・補助教材 145～161

辞典 165～179

教師用参考書 183～251
51

日本語学習者用
日本語学習者用教科書

視聴覚・補助教材
辞典

165

3

145

総合教科書
初中級

NIHONGO ACTIVE TALK

(英)(日)

→p.37

KIT 教材開発グループ編
初級を終えた学習者のためのテキスト。場面別の
表現，話題性のあるトピック，日本と日本社会の
紹介，生きた言葉の使い方などを上達度に合わせ
て 25 課にまとめてある。各課の本文は，初級の文
型で内容を理解しつつ，コミュニケーションが図
れるよう構成。練習問題は語彙や文型の定着のほ
か，会話の応用練習もできるようになっている。
テキストは日本語の書籍，新聞で広くつかわれる
縦書き。
978-4-906336-08-1 B5 138頁
(2,000)円
'06【発行 KIT 教材開発グループ】
【発売 凡人社】

'14【発行 アスク出版】

NIHONGO FUN & EASY
Survival Japanese Conversation for Beginners
→p.73
'09【発行 アスク出版】

初級(英)(日)

いろは
First Encounter with the Japanese Language

大知春華,菊池富美子,東郷美香著
横山式ダイレクトメソッド（YDM）
見て・きいて・わかる

初～上級

会話式日本語文法
Look, Listen & Learn
PICTORIAL JAPANESE CONVERSATION

横山信子著
日本の文化や習慣が 理解できるように工夫され
ており，媒介語を使用することなく，外国人（年
齢，国籍，性別，日本語学習経験等にかかわらず）
に無理なく効果的に日本語を 日本語だけで教え
ることができる「会話式日本語文法」全 7 巻。
978-4-938137-21-6 1 [入門編] B5 104頁
(2,381)円
978-4-938137-22-4 2 [初級編] B5 106頁
(2,381)円
978-4-938137-23-2 3 ［中級編] B5 104頁
(2,381)円
978-4-938137-24-0 4 [上級編] B5 104頁
(2,381)円
978-4-938137-25-9 5 [応用編] B5 107頁
(2,381)円
978-4-938137-26-7 6 [日本の習慣] B5 104頁
(2,381)円
978-4-938137-27-5 7 [日本の文化] B5 107頁
(2,381)円
'02【発行 YMD Language International Inc.】
【発売 博進堂】

ゼロビギナーのための日本語入門書。ひらがな・
カタカナ・漢字の使い分けや，語順，特殊拍など，
日本語の特徴を英語でザックリ解説。音声付きの
練習問題で，初級学習に向けた土台を築く。別冊
書き込み練習帳でひらがな・カタカナをマスター。
978-4-86639-082-6 B5変形 120頁
(1,500)円
'17【発行 アスク出版】
初～上級
自分のこと 友だちのこと，きこう 話そう！

こども にほんご宝島
→p.44
'09【発行 アスク出版】
初級が終わったら始めよう

新・にほんご敬語トレーニング
→p.28
'14【発行 アスク出版】

初級(英)(日)

つなぐにほんご

初級 1
ヒューマンアカデミー

最初に実際の場面を想定した場面会話，次に会話
で使った文型の確認・練習，最後に応用・発展練
習でコミュニケーション力を養う。音声，絵カー
ド，授業のヒントは公式サイトからダウンロード
可。音声はスマホからもダウンロードできる。
978-4-86639-066-6 B5 348頁 別冊32頁
(2,500)円
'17【発行 アスク出版】

3

総合教科書

日本語ステップアップ
－初級から中級へ－

初級から始めよう

できる日本語シリーズ

にほんご会話トレーニング

できる日本語 初中級 本冊

→p.28
'08【発行 アスク出版】
初～上級
総合教科書

にほんご宝船
いっしょに作る活動集
春原憲一郎監修,春原憲一郎,中村律子,
谷啓子,與那覇麻孔著
日本語ボランティア，学習者双方の相互学習を目
指した画期的ワークブック。生活に必要な情報な
どを，語り合いながら教材を完成させる。ボラン
ティアには別冊にて活動のヒントを提供。また，
WEB 上での交流も図れる。
978-4-87217-553-0 B5 112頁
(1,000)円
'04【発行 アスク出版】

春原憲一郎監修,春原憲一郎,中村律子,
谷啓子,與那覇麻孔著
「いっしょに作る活動集」対応，ボランティアの
ための活動指南書。文法解説よりも，活動そのも
のの進め方について，そのヒントを提供する。実
際の活動の中で手ごたえのあったものは，WEB 上
での報告，共有ができる。
978-4-87217-554-7 B5 120頁
(2,000)円
'04【発行 アスク出版】
初中級

新装版 日本語集中トレーニング
An Intensive Training Cource in Japanese

星野恵子,遠藤藍子編著
初級の文法はわかるのに話せない学習者にぴった
りの 1 冊。日常場面を想定したロールプレイなど
を通じてコミュニケーションに必要な会話力を養
成。総合的に四技能を高めます。
978-4-7574-1837-0 B5 224頁 CD1枚付き
(2,600)円
'10【発行 アルク】
初級(英)(韓)(中)

できる日本語 初級 本冊
嶋田和子監修,
できる日本語教材開発プロジェクト著
各課の行動目標を達成するために，多くのイラス
トで「場」や「話題」を共有すること，「固まりで
話す」，段落構成力を身につけることに着目した，
これまでにない，現場で生まれ，現場で育てられ
た，学習者と現場教師のための初級教科書です。
978-4-7574-1977-3 B5 302頁 別冊56頁
CD3枚付き (3,400)円
'11【発行 アルク】
4

嶋田和子監修,
できる日本語教材開発プロジェクト著
『できる日本語 初級 本冊』の続刊。初級の学習
項目を踏まえ，さらに複雑な場面や状況を使って
学習を進めます。既習項目を発展させながらくり
返し使うことで，日本語でできることを増やし，
日本語でのコミュニケーション力を高めます。
978-4-7574-2084-7 B5 246頁 別冊59頁 CD3枚付
(3,400)円
'12【発行 アルク】
できる日本語シリーズ

中級(英)(韓)(中)

できる日本語 中級 本冊
嶋田和子監修,
できる日本語教材開発プロジェクト著
場面や状況の共有，行動目標を達成するための学
習というスタイルはそのままに，より複雑で抽象
的な課題で学習。初中級レベルでは話題にするこ
とが難しいテーマや事柄など４技能を使いながら
学び，日本語能力試験 N２レベルを目指します。

にほんご宝船
教える人のための知恵袋

できる日本語シリーズ

初中級(英)(韓)(中)

978-4-7574-2278-0 B5 320頁 CD2枚付 (3,400)円
'13【発行 アルク】
できる日本語シリーズ

初級

できる日本語 初級
教え方ガイド＆イラストデータ
CD-ROM
嶋田和子監修,
できる日本語教材開発プロジェクト著
『できる日本語 初級 本冊』を使った授業の具体
的な進め方の説明と，本冊に掲載のイラストを
PDF データ化した本書。収録のイラスト数は 1,033
点！ イラストデータは自由に加工して使え，ど
んな授業にも活用できます。
978-4-7574-2032-8 B5 96頁 CD-ROM１枚付
(4,800)円
'11【発行 アルク】
できる日本語シリーズ

初中級

できる日本語 初中級
教え方ガイド＆イラストデータ
CD-ROM
嶋田和子監修,
できる日本語教材開発プロジェクト著
『できる日本語 初中級 本冊』を使った授業の具
体的な進め方の説明と，本冊に掲載のイラストを
PDF データ化した本書。収録のイラスト数は 1,042
点！ 初級とあわせればイラストは総数 2,075 点。
あらゆる授業に役立ちます。
978-4-7574-2232-2 B5 96頁 CD-ROM1枚付
(4,800)円
'12【発行 アルク】

初～初中級(英)(韓)(中)(ベ)
できる日本語シリーズ
できる日本語準拠

たのしい読みもの 55 初級＆初中級
嶋田和子監修,
できる日本語教材開発プロジェクト著

大学生のための
日本語表現実践ノート 改訂版
米田明美,藏中さやか,山上登志美著
日本語表現力アップを目的とする書き込み式ワー
クブック。読む・書く・話すの三つのポイントを
学ぶほか，マメ知識・クイズ・コラムを付す。就
職活動やビジネスにも最適。

NEJ：指導参考書

初級

西口光一著
『NEJ ―テーマで学ぶ基礎日本語』vol.1,vol.2
で基礎（初級）日本語を教えるための指導参考書。
段階的な指導上のポイントや教え方のコツ，質疑
応答の例など，理論から実践まで丁寧に解説。
978-4-87424-563-7 B5 150頁 音声CD,
イラスト集CD-R付き (3,200)円
'12【発行 くろしお出版】
コンテンツとマルチメディアで学ぶ日本語

中級

上級へのとびら
TOBIRA Gateway to Advanced Japanese Learning
Through Content and Multimedia

978-4-7599-1777-2 A4 112頁
(1,000)円
'10【発行 風間書房】

岡まゆみ構成・執筆,
筒井通雄総監修・文法解説,近藤純子,
江森祥子,花井善朗,石川智執筆

初中級(英)

過去から現在までの日本文化の様々なトピックを
通して四技能を伸ばす画期的中級日本語教科書。
LP 教材（対話型会話練習ソフト）の導入とビデオ
配信で，外国在住の学習者でも現実の日本語環境
に触れられるサポートを確立。

ポップカルチャー NEW&OLD
ポップカルチャーで学ぶ初中級日本語

花井善朗著
江戸から現代までの日本のポップカルチャー（大
衆文化）を学びながら日本語を身につける初中級
総合教材。初級後半でも学習者の知的探求心に応
える読み物と，文化理解を深める活動が満載。音
声など WEB にて配信。
978-4-87424-725-9 B5 168頁 別冊52頁
(2,000)円
'17【発行 くろしお出版】
初級(英)(中)(ベ)

NEJ：A New Approach to Elementary
Japanese
テーマで学ぶ基礎日本語

西口光一著
自己表現活動中心の基礎（初級）日本語教科書。
「マスターテクスト」を覚え，それをモデルに自
分の話をするアプローチを用いた画期的プログラ
ム。マスターテクストを習熟すると初級の文法文
型・語彙も習得できる。

978-4-87424-447-0 B5 420頁
(3,300)円
'09【発行 くろしお出版】
上級へのとびら

中級

きたえよう漢字力
上級へつなげる基礎漢字 800
TOBIRA Power up your Kanji:800 Basic Kanji as a
Gateway to Advanced Japanese
→p.89
'10【発行 くろしお出版】
上級へのとびら

中級

これで身につく文法力
TOBIRA Grammar Power:Exercises for Mastery
→p.51
'12【発行 くろしお出版】

978-4-87424-550-7 〈vol.1〉 英語版 B5 224頁
別冊64頁 (1,900)円
978-4-87424-591-0 〈vol.1〉 中国語版 B5
224頁 別冊64頁 (1,900)円
978-4-87424-626-9 〈vol.1〉 ベトナム語版 B5
224頁 別冊64頁 (1,900)円
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総合教科書

日本語を読むことを通して，人とつながり，より
豊かな生活を送ることをめざしました。「日本で
暮らす」「日本を知る」の 2 部構成になっており，
接触場面，読みから生まれる対話を大切に，自律
的な学習につなげます。
978-4-7574-2277-3 B5 112頁 別冊64頁 CD2枚付
(2,600)円
'13【発行 アルク】

978-4-87424-562-0 〈vol.2〉 英語版 B5 192頁
別冊64頁 (1,900)円
978-4-87424-605-4 〈vol.2〉中国語版 B5 192頁
別冊64頁 (1,900)円
978-4-87424-627-6 〈vol.2〉ベトナム語版 B5
192頁 別冊64頁 (1,900)円
'12～14【発行 くろしお出版】

上級へのとびら

中級

中級日本語を教える教師の手引き

978-4-327-99133-3 ワークブック用CD CD2枚組
(4,200)円
'14～15【発行 研究社】

近藤純子,岡まゆみ主筆,
筒井通雄英訳・文法監修,花井善朗,石川智,
江森祥子副筆
上級
総合教科書

『上級へのとびら』の教師用指導書。『とびら』の
特徴，目標，構成と内容，初級後半教科書から『と
びら』への移行，『とびら』を使った授業と指導法，
とびらサイトの利用法，各課の読み物・会話・文
法ノート例文の英訳など，教師が使える情報が満
載。
978-4-87424-529-3 B5 232頁
(2,400)円
'11【発行 くろしお出版】
基礎日本語学習テキスト

テーマ別 上級で学ぶ日本語
[三訂版]
松田浩志,ほか著
中級学習からのスムーズな移行ができるよう配慮
し，問題内容構成も「中級」とほぼ同一にそろえ，
漢字学習問題も新たに加えた。読解の文章は現行
版より 1,2 ページほど短めの 900～1,200 字程度に
抑え，取り組みやすいようにした。

初級(英)

リビングジャパニーズ
Living Japanese － A Practical Course

コーベニ澤子,ケネスＧボストン,高屋敷真人,
中松知子著
海外学習者に好評の日本語初級総合教材。学習者
が日常生活で実際に使用する場面を想定できるイ
ラストをふんだんに盛り込み，コミュニケーショ
ンのための 4 技能を体系的に学べるテキスト。文
法説明も充実と評判。BOOK2 から，音声は WEB 配
信に。

978-4-327-38474-6 B5 138頁
音声無料ダウンロード (2,400)円
978-4-327-38476-0 教師用マニュアル B5 122頁
(3,800)円
978-4-327-38475-3 ワークブック B5 72頁 別冊
(2,100)円
978-4-327-99134-0 ワークブック用CD 1枚
(2,800)円
'17【発行 研究社】
初級(英)(Ｒ)

978-4-87424-337-4 Book1 B5 244頁 別冊24頁
CD1枚付き (2,500)円
978-4-87424-513-2 Book2 B5 324頁 別冊20頁
(2,600)円
'06～11【発行 くろしお出版】
初中級(日)

テーマ別 中級までに学ぶ日本語
初中級ブリッジ教材

JAPANESE FOR BUSY PEOPLE
Revised 3rd Edition
コミュニケーションのための日本語（改訂第 3 版）

公益社団法人 国際日本語普及協会著
初級日本語学習テキストのベストセラー
「Japansese for Busy People」が，リニューアル！
CD ブック（CD1 枚付き）になって，より使いやす
く生まれ変わります。 ※日本円の価格はご購入
時のレートによって変動します。

松田浩志,亀田美保著
『テーマ別 中級から学ぶ日本語』ならびに他の
中級教材への橋渡しとなるべく編纂した初中級レ
ベルの教材。
978-4-327-38457-9 B5 88頁
(1,300)円
'11【発行 研究社】
中級

テーマ別 中級から学ぶ日本語
[三訂版]
松田浩志,ほか著
学習者の興味・関心に応えるようなテーマを設定
し，教員と学習者がともに議論し，意見を述べ合
い，その過程で日本語の総合力を伸ばすという趣
旨のもと，現在の日本語教育現場に適した教材と
して，全面的に見直しを行いました。
978-4-327-38465-4 B5 156頁
音声無料ダウンロード (2,300)円
978-4-327-38467-8 教え方の手引き B5 144頁
CD1枚付き (3,800)円
978-4-327-38466-1 ワークブック B5 132頁
別冊解答60頁 (2,000)円
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978-1-56836-384-4 Ⅰ ローマ字版テキスト B5変
288頁 CD1枚付き $27.00
978-1-56836-385-1 Ⅰ かな版テキスト B5変
288頁 CD1枚付き $27.00
978-1-56836-399-8 Ⅰ ワークブック B5変 128頁
CD1枚付き $22.00
978-1-56836-400-1 Ⅰ 教師用指導書 B5変 144頁
$27.00
978-1-56836-386-8 Ⅱ テキスト B5変 320頁
CD1枚付き $29.00
978-1-56836-402-5 Ⅱ ワークブック B5変 176頁
CD1枚付き $25.00
978-1-56836-403-2 Ⅲ テキスト B5変 320頁
CD1枚付き $32.00
978-1-56836-404-9 Ⅲ ワークブック B5変 144頁
CD1枚付き $29.00
978-1-56836-405-6 Ⅱ&Ⅲ 教師用指導書 B5変
256頁 $45.00
978-1-56836-401-8 かなワークブック B5変 96頁
CD1枚付き $14.00
'06～07【発行 講談社 USA】

初級(韓)

初級(英)(韓)(中)(日)(ポ)(Ｒ)

EASY ICHIBAN 日本語初級 1-4

にほんごこれだけ！
庵功雄監修,岩田一成,森篤嗣編

978-4-904595-06-0 [1] B5 96頁 したじき付き
(1,000)円
978-4-904595-14-5 [2] B5 106頁 したじき付き
(1,200)円
'10～11【発行 ココ出版】

이지이치방 일본어 초급 1-4

パク・ナリ,キム・ソンヘ,キム・ソンリ,
田立いずみ著
1 巻につき 10 課で構成，4 冊で初級学習を完全マ
スターする。ひらがな・カタカナの読み書きから
会話・聞き取りの練習まで，このシリーズで初級
に必要な力を総合的に学ぶことができる。
978-89-402-7234-3
978-89-402-7235-0
978-89-402-7236-7
978-89-402-7237-4

初級1 B5 184頁
(2,000)円
初級2 B5 160頁
(2,000)円
初級3 B5 157頁
(2,000)円
初級4 B5 150頁
(2,000)円
'10【発行 時事日本語社】

初～中級(日)

いちばん 子ども日本語
JF 日本語教育スタンダード準拠コースブック

初級(韓)

이찌방 어린이 일본어

チェ･ウニョク著

まるごと

日本のことばと文化

Marugoto: Japanese language and culture

独立行政法人国際交流基金編著
相互理解の増進を目的とする「JF 日本語教育スタ
ンダード」に準拠したコースブック。日本語熟達
度が CEFR に準じて客観的に把握できる。重点を置
くべき Can-do が明確に示され，多様な学習目的に
対応が可能。
978-4-384-05752-2 入門 A1 かつどう 来嶋洋美,
柴原智代, 八田直美 著 A4 148頁 カラー
(1,500)円
978-4-384-05753-9 入門 A1 りかい 来嶋洋美,
柴原智代, 八田直美 著 A4 200頁 カラー
(1,700)円
978-4-384-05754-6 初級１ A2 かつどう
来嶋洋美, 柴原智代, 八田直美, 今井寿枝,
木谷直之 著 A4 184頁 カラー (1,800)円
978-4-384-05755-3 初級1 A2 りかい 来嶋洋美,
柴原智代, 八田直美, 今井寿枝, 木谷直之 著 A4
204頁 カラー (1,900)円
978-4-384-05756-0 初級2 A2 かつどう
来嶋洋美, 柴原智代, 八田直美, 木谷直之,
根津誠 著 A4 186頁 カラー (1,800)円
978-4-384-05757-7 初級2 A2 りかい 来嶋洋美,
柴原智代, 八田直美, 木谷直之, 根津誠 著 A4
202頁 カラー (1,900)円
978-4-384-05758-4 初中級 A2/B1 来嶋洋美,
柴原智代, 八田直美 著 A4 168頁 カラー
(2,200)円
978-4-384-05759-1 中級1 B1 磯村一弘,
藤長かおる, 久保田美子, 伊藤由希子 著 A4
272頁 カラー (2,800)円
'13～【発行 三修社】

日本語をはじめて学ぶ子どもたちのための日常会
話を中心とした教材。遊び感覚で学べるよう，さ
まざまなイラストやゲーム，童謡を収録。活動用
の付録付。
978-89-402-9164-1 220mm×275mm 216頁
(2,800)円
'15【発行 時事日本語社】

おもしろい日本語

初級(韓)

오모시로이 일본어

韓国日本語学会著
日本人がよく使う自然な感情表現を会話文に取り
込んだ初級教材。日本語と韓国語の発音の違いを
4 コママンガで楽しく学べる。
978-89-402-9046-0 1巻 四六倍 214頁 (2,600)円
978-89-402-9082-8 2巻 四六倍 192頁 (2,600)円
'11【発行 時事日本語社】
初級(韓)

着々！日本語

独学の第一歩

착! 붙는 일본어 독학 첫걸음

日本語勉強技術研究所著
1 日 1 時間，28 日間勉強するだけで，日本語初級
コースがマスターできる。文法から会話，試験の
準備まで一発で！ 基本的な表現に慣れ親しむた
め，繰り返しトレーニングできるように構成した
初級学習者向けの独学入門書。
978-89-402-9180-1 四六倍 248頁
(2,700)円
'15【発行 時事日本語社】
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総合教科書

ゼロ初級の外国人参加者でも，おしゃべりを楽し
みながら，基本文型が身につく画期的テキスト。
文法研究家が厳選した「隠れ文法」が活動に組み
込まれ，自然に文型を習得できる。文型一覧を掲
載した「したじき」付き。

満々日本語

初級(韓)

만만한 일본어

藤田千子,石井弘子,木下久美子著

末には「解答」を収載。
978-4-7890-1540-0 B5 136頁
(1,800)円
'13【発行 ジャパンタイムズ】

"文化と共に学ぶ日本語初級教材。
中～上級(英)
総合教科書

各課ごとに日本の文化をテーマにしたクイズが掲
載され，楽しく易しく学習できる。日本への旅行
や出張など，実践で使える自然な日本語が身につ
く。"
978-89-402-9188-7 四六倍 192頁
(2,700)円
'16【発行 時事日本語社】
初級(英)

AN INTRODUCTION TO
MODERN JAPANESE
水谷修,水谷信子著
標準現代日本語の入門書。日常会話を中心に取り
上げ，発音を明確に示し，ひらがな，カタカナや
基本漢字も読めるようになることを目的とする。
978-4-7890-0058-1 A5 448頁 (3,408)円(品切れ)
978-4-7890-0059-8 テープ C60×6
(15,000)円(品切れ)
978-4-7890-0060-4 教授法の手引き B6変 69頁
(505)円(品切れ)
'77【発行 ジャパンタイムズ】

BASIC FUNCTIONAL JAPANESE

初級(英)

生きた素材で学ぶ
新・中級から上級への日本語
Authentic Japanese:
Progressing from Intermediate to Advanced [New
Edition]

鎌田修,ボイクマン総子,冨山佳子,
山本真知子著
テーマおよび素材の再選定を行い，現代の日本事
情に適した内容にアップデートした全面改訂版。
中級の学習者が高い関心を持てる内容と，経験し
てみたくなるような言語活動を取り上げている。
教室用教科書として最適。
978-4-7890-1462-5 B5 208頁 別冊付録64頁
CD2枚 (3,200)円
'12【発行 ジャパンタイムズ】
初級(英)(Ｒ)

初級日本語 げんき［第 2 版］
Genki: An Integrated Course in Elementary
Japanese [Second Edition]

坂野永理,池田庸子,大野裕,品川恭子,
渡嘉敷恭子著

ペガサスランゲージサービス編
あいさつする，依頼する，謝るなど，ことばの機
能(ファンクション)に焦点をあてた画期的な初級
者向けテキスト。ビジネスマンの日常生活に即し
たレッスン展開なので，日々の仕事にすぐ役立つ。
978-4-7890-0372-8 B5 408頁 (3,505)円(品切れ)
978-4-7890-0373-5 テープ C60×6
(12,000)円(品切れ)
'87【発行 ジャパンタイムズ】

FORMAL EXPRESSIONS
FOR JAPANESE INTERACTION
待遇表現
→p.75
'91【発行 ジャパンタイムズ】
中級

生きた素材で学ぶ
新・中級から上級への日本語
ワークブック
Authentic Japanese: Progressing from
Intermediate to Advanced [New Edition] Workbook

鎌田修監修,奥野由紀子,金庭久美子,
山森理恵著
『生きた素材で学ぶ 新・中級から上級への日本
語』に完全準拠のワークブック。「語彙練習」「表
現練習」のほか，「発展練習」ではテーマを発展さ
せたタスクを行い中級からの総合力を鍛える。巻
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楽しく効果的に学習できる初級総合教材のベスト
セラー『げんき』の改訂版が登場。音声を MP3 形
式で CD-ROM にまとめ，テキストとワークブックに
付属させた。全 2 巻・23 課で初級の文法項目と漢
字約 300 字，語彙約 1,100 語を学習できる。
978-4-7890-1440-3 Ⅰ B5 384頁
CD-ROM（MP3）1枚 (3,500)円
978-4-7890-1441-0 Ⅰ ワークブック B5 148頁
CD-ROM（MP3）1枚 (1,600)円
978-4-7890-1442-7 Ⅰ 絵カード
イラストデータ版 B5 120頁 CD-ROM1枚
(2,800)円
978-4-7890-1443-4 Ⅱ B5 372頁
(3,500)円
978-4-7890-1444-1 Ⅱ ワークブック B5 148頁
CD-ROM（MP3）1枚 (1,600)円
978-4-7890-1445-8 Ⅱ 絵カード
イラストデータ版 B5 120頁 CD-ROM1枚
(2,800)円
978-4-7890-1446-5 教師用指導書 B5 176頁
別冊付録82頁 CD-ROM1枚 (5,000)円
978-4-7890-1447-2 解答 B5 72頁
(800)円
'11【発行 ジャパンタイムズ】

978-4-09-510134-7 B5 194頁 別冊16頁

中級の日本語[改訂版]
中級(英)
An Integrated Approach to Intermediate Japanese
[Revised Edition]

(2,000)円
'09【発行 小学館】

三浦昭,マグロイン花岡直美著
初級

実用日本語 日本語文法エゾエノー
ト
江副隆秀編

978-4-7890-1307-9 B5 352頁 CD2枚付き
(3,200)円
978-4-7890-1308-6 ワークブック B5 149頁
(1,500)円
'08【発行 ジャパンタイムズ】
きょうから話せる！

学生が授業で学んだことを，品詞別や文法項目別
に整理して記入できる。毎日ノートを使うことで，
自然に学習の復習にもなり，学習後は各学生オリ
ジナルの「辞書」の機能も果たす。
(915006) バインダー B5 150頁
(1,800)円
'91【発行 新宿日本語学校】

初級(英)(日)(Ｒ)

にほんご だいじょうぶ
Nihongo Daijobu!: Elementary Japanese through
Practical Tasks

サンアカデミー日本語センター著
日本語を使って何かをする活動＝「タスク」を通
じてコミュニケーションを積み上げながら学ぶ，
「実践重視」の初級テキスト。楽しみながら「日
本語力」「ストラテジー」「自信」が身につく，達
成感のある初級クラスづくりに最適。
978-4-7890-1589-9 Book1 B5 224頁 別冊72頁
CD-ROM（MP3）1枚付き (2,800)円
978-4-7890-1590-5 Book1 教師用ガイド B5
144頁 CD-ROM1枚付き (3,200)円
978-4-7890-1618-6 Book2 B5 232頁 別冊56頁
CD-ROM（MP3）1枚付き (2,800)円
978-4-7890-1619-3 Book2 教師用ガイド B5
160頁 CD-ROM1枚付き (3,200)円
'15【発行 ジャパンタイムズ】

中級(英)

改訂版 日本語中級 J301
中級前期 英語版

石沢弘子,新内康子,関正昭,外崎淑子,
平高史也,鶴尾能子,土岐哲著
初級の学習を修了した人のための総合教科書。既
存の知識を活性化させた後本文に取り組む，文章
の構造を読み取る，本文の流れに沿って文を書く
等，読み書きの力を養成する。文法解説や練習問
題も豊富。2016 年に改訂。
978-4-88319-741-5 B5 187頁 別冊46頁
CD1枚付き (2,500)円
'16【発行 スリーエーネットワーク】

日本語中級 J501

中級(英)(韓)(中)

中級から上級へ
中級から伸ばす

中～上級(英)(韓)(中)

ビジネスケースで学ぶ日本語
Powering Up Your Japanese through Case Studies:
Intermediate and Advanced Japanese

筒井通雄監修,高見智子著
ビジネススクールで行われるケーススタディの手
法を応用した中・上級者向けテキスト。日米のグ
ローバル企業５社を取り上げ，新商品開発やビジ
ネス戦略，企業理念などの事例を通じて日本語の
運用力を総合的に伸ばす。
978-4-7890-1567-7 B5 144頁
(2,400)円
'14【発行 ジャパンタイムズ】
初級(日)

土岐哲,関正昭,平高史也,新内康子,
石沢弘子著
J501 とは 501 時間目からの日本語学習のこと。自
己開発能力，読み書きの基礎力を発展させ，｢速く
正確に読みたい，論理的な文章を書きたい，論理
的に話したい｣という学習者の希望にこたえる。
978-4-88319-211-3 英語版(改訂版) B5 362頁
(2,800)円
978-4-88319-197-0 中国語版 B5 360頁
(2,800)円
978-4-88319-198-7 韓国語版 B5 359頁
(2,800)円(品切れ)
978-4-88319-144-4 教師用マニュアル B5 187頁
(2,800)円
978-4-88319-145-1 CD 1枚
(3,400)円
'99～01【発行 スリーエーネットワーク】

ドラえもんのどこでも日本語
當作靖彦,ヴァージル藤本典子,稲原教子著
日本語を学ぶ外語話者のための，中級レベルの日
本語教材。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い，日本語と日本文化をて
いねいに解説。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す。

9

総合教科書

全米で広く使われている定番テキスト，待望の改
訂版。全 15 課の構成をそのままに，古くなった会
話や読み物を改訂し，文法ノートをさらに充実。
付属 CD には新たに録音した音声を収録した。

いっぽにほんごさんぽ

初級(英)(韓)(中)

いっぽにほんごさんぽ
暮らしのにほんご教室 初級 1
宿谷和子,天坊千明著
総合教科書

地域の日本語教室で学ぶ外国人のための初級レベ
ルの総合教科書。教授経験の少ない支援者にも教
えられるように，教え方のポイントやアドバイス
付き。付属 CD-ROM は音声のほかに語彙リストやイ
ラストが収録。
978-4-88319-527-5 B5 197頁 CD-ROM1枚付き
(2,400)円
'10【発行 スリーエーネットワーク】
いっぽにほんごさんぽ

初級(英)(韓)(中)

いっぽにほんごさんぽ
暮らしのにほんご教室 初級 2
宿谷和子,天坊千明,森桂子著
『初級１』の続編。生活に密着した会話や文法を
勉強しながら，漢字も学習できる構成。教師向け
に教え方のポイントやアドバイス付き。付属
CD-ROM には音声の他，新出語リストやイラスト，
漢字カードなど収録。
978-4-88319-591-6 B5 233頁 CD-ROM1枚付き
(2,400)円
'12【発行 スリーエーネットワーク】
初級
(イ)(英)(韓)(ス)(タ)(中)(仏)(ベ)(ポ)(ロ)(Ｒ)
(他)
新日本語の基礎

新日本語の基礎Ⅰ
(財)海外技術者研修協会編
初級会話の基礎となる基本文型 75 と 800 語を厳選
し，100 時間で効率よく学べるよう作られた教科
書。例文と会話は文型がどんな機能を担い，どん
な場面で使われるかが自然に理解できるよう工夫
されている。また文型練習・談話・聴解など練習
問題が豊富でイラストも効果的。

978-4-906224-59-3 分冊 韓国語訳 B5 151頁
(1,505)円
978-4-906224-58-6 分冊 スペイン語訳 B5 151頁
(1,505)円
978-4-906224-66-1 分冊 ポルトガル語訳 B5
151頁 (1,505)円(品切れ)
978-4-906224-67-8 分冊 ロシア語訳 B5 151頁
(1,505)円(品切れ)
978-4-88319-083-6 分冊 フランス語訳 B5 155頁
(1,505)円(品切れ)
978-4-88319-085-0 分冊 ベトナム語訳 B5 151頁
(1,505)円
978-4-88319-105-5 分冊 ビルマ語訳 B5 151頁
(1,505)円(品切れ)
978-4-906224-69-2 文法解説書 英語版 B5 68頁
(1,650)円
978-4-906224-72-2 文法解説書 中国語版 B5
76頁 (1,650)円
978-4-906224-74-6 文法解説書 タイ語版 B5
75頁 (1,650)円
978-4-906224-71-5 文法解説書
インドネシア語版 B5 72頁 (1,650)円
978-4-906224-73-9 文法解説書 韓国語版 B5
74頁 (1,650)円(品切れ)
978-4-906224-70-8 文法解説書 スペイン語版 B5
71頁 (1,650)円
978-4-88319-025-6 文法解説書 ポルトガル語版
B5 74頁 (1,650)円
978-4-88319-056-0 文法解説書 ロシア語版 B5
73頁 (1,650)円(品切れ)
978-4-88319-084-3 文法解説書 フランス語版 B5
69頁 (1,650)円(品切れ)
978-4-88319-099-7 文法解説書 ベトナム語版 B5
74頁 (1,650)円
'90～01【発行 スリーエーネットワーク】
初級
(イ)(英)(韓)(ス)(タ)(中)(仏)(ベ)(ポ)(ロ)(Ｒ)
(他)
新日本語の基礎

新日本語の基礎Ⅱ
978-4-906224-51-7 本冊 漢字かなまじり版 B5
240頁 別冊31頁 (2,505)円
978-4-906224-50-0 本冊 ローマ字版 B5 241頁
別冊27頁 (2,505)円
978-4-88319-001-0 標準問題集 B5 68頁
別冊13頁 (825)円
978-4-88319-199-4 CD 9枚入り
(8,000)円
978-4-906224-68-5 教師用指導書 B5 173頁
(2,718)円
978-4-906224-52-4 分冊 英語訳 B5 151頁
(1,505)円
978-4-906224-53-1 分冊 中国語訳 B5 151頁
(1,505)円
978-4-906224-54-8 分冊 タイ語訳 B5 151頁
(1,505)円
978-4-906224-55-5 分冊 インドネシア語訳 B5
151頁 (1,505)円
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(財)海外技術者研修協会編
『新日本語の基礎Ⅰ』の続編で，各課ごとの復習，
文法事項のまとめ，関連語彙などを加え，使いや
すさを十分に配慮。また，読解力を養う導入とし
て短い内容の読み物を配した。初級レベル後期の
教科書として最適。
978-4-906224-82-1 漢字かなまじり版 B5 293頁
別冊50頁 (2,524)円
978-4-906224-86-9 ローマ字版 B5 293頁
別冊49頁 (2,524)円
978-4-88319-002-7 標準問題集 B5 66頁
別冊12頁 (874)円
978-4-88319-200-7 CD 7枚入り
(7,000)円
978-4-88319-015-7 教師用指導書 B5 191頁
(2,718)円
978-4-906224-83-8 分冊 英語訳 B5 135頁
(1,553)円

新日本語の中級

中級(イ)(英)(韓)(タ)(中)(ベ)

978-4-88319-314-1 分冊 タイ語訳 B5 194頁
(1,700)円
978-4-88319-315-8 分冊 インドネシア語訳 B5
206頁 (1,700)円
978-4-88319-313-4 分冊 ベトナム語訳 B5 202頁
(1,700)円
978-4-88319-230-4 文法解説書 英語版 B5 127頁
(1,600)円
978-4-88319-263-2 文法解説書 中国語版 B5
112頁 (1,600)円
978-4-88319-270-0 文法解説書 韓国語版 B5
120頁 (1,600)円
978-4-88319-317-2 文法解説書 タイ語版 B5
120頁 (1,600)円
978-4-88319-318-9 文法解説書
インドネシア語版 B5 135頁 (1,600)円
978-4-88319-316-5 文法解説書 ベトナム語版 B5
130頁 (1,600)円
978-4-88319-232-8 教師用指導書 B5 187頁
(2,000)円
978-4-88319-276-2
会話場面・語彙イラストシート B5 131頁
(1,800)円
'00～04【発行 スリーエーネットワーク】
初中級(英)(韓)(中)
ストーリーと活動で自然に学ぶ日本語

いつかどこかで
萩原一彦著
各課はそれぞれ独立した読み物でありながら，全
体がゆるやかにつながるストーリーになっている，
オリジナル性の高い本文が特徴。また，現実感の
あるタスクやロールプレイを通した自然な学習を
重視し，その指導法も別冊で詳しく解説。
978-4-88319-462-9 B5 207頁 別冊1 11頁，別冊2
55頁 CD1枚付き (2,500)円
'08【発行 スリーエーネットワーク】
中級(英)(韓)(中)
トピックによる日本語総合演習

改訂版 トピックによる日本語総合
演習 中級前期

新日本語の中級
(財)海外技術者研修協会編著
『新日本語の基礎Ⅱ』に続く教材。各課 1 つの言
語機能に焦点をあてている。実社会で役立つ実践
的会話力を身につけ，日本人との豊かなコミュニ
ケーションができる実力を養成する。
978-4-88319-161-1 本冊 B5 308頁 別冊61頁
(2,700)円
978-4-88319-163-5 CD 3枚入り
(4,100)円
978-4-88319-284-7 分冊 英語訳（改訂版） B5
202頁 (1,700)円
978-4-88319-285-4 分冊 中国語訳（改訂版） B5
201頁 (1,700)円
978-4-88319-286-1 分冊 韓国語訳（改訂版） B5
200頁 (1,700)円

テーマ探しから発表へ

専修大学国際交流センター監修,佐々木薫,
赤木浩文,安藤節子,草野宗子,田口典子編著
日本語運用力を伸ばす教材。自分の国のことや自
分の考えを日本語で発表する力を養う。トピック
は学習者の背景を考慮し，国を越えて共有できる
今日的話題であり，かつ多様な側面を持つものを
選定。
978-4-88319-501-5 B5 105頁
(1,500)円
'09【発行 スリーエーネットワーク】
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総合教科書

978-4-906224-84-5 分冊 中国語訳 B5 135頁
(1,553)円
978-4-906224-85-2 分冊 タイ語訳 B5 135頁
(1,553)円
978-4-906224-87-6 分冊 インドネシア語訳 B5
135頁 (1,553)円
978-4-906224-88-3 分冊 韓国語訳 B5 135頁
(1,553)円
978-4-906224-89-0 分冊 スペイン語訳 B5 135頁
(1,553)円
978-4-906224-90-6 分冊 ポルトガル語訳 B5
135頁 (1,553)円
978-4-88319-092-8 分冊 ロシア語訳 B5 135頁
(1,553)円(品切れ)
978-4-88319-097-3 分冊 フランス語訳 B5 135頁
(1,553)円(品切れ)
978-4-88319-094-2 分冊 ベトナム語訳 B5 135頁
(1,553)円
978-4-88319-106-2 分冊 ビルマ語訳 B5 135頁
(1,553)円(品切れ)
978-4-88319-006-5 文法解説書 英語版 B5 82頁
(1,748)円
978-4-88319-007-2 文法解説書 中国語版 B5
86頁 (1,748)円
978-4-88319-009-6 文法解説書 タイ語版 B5
82頁 (1,748)円
978-4-88319-008-9 文法解説書
インドネシア語版 B5 83頁 (1,748)円
978-4-88319-011-9 文法解説書 韓国語版 B5
98頁 (1,748)円
978-4-88319-010-2 文法解説書 スペイン語版 B5
83頁 (1,748)円
978-4-88319-026-3 文法解説書 ポルトガル語版
B5 83頁 (1,748)円(品切れ)
978-4-88319-093-5 文法解説書 ロシア語版 B5
73頁 (1,748)円
978-4-88319-098-0 文法解説書 フランス語版 B5
86頁 (1,748)円(品切れ)
978-4-88319-100-0 文法解説書 ベトナム語版 B5
82頁 (1,748)円
'93～01【発行 スリーエーネットワーク】

トピックによる日本語総合演習

中級

改訂版 トピックによる日本語総合
演習 中級後期
テーマ探しから発表へ
総合教科書

専修大学国際交流センター監修,安藤節子,
佐々木薫,赤木浩文,田口典子,鈴木孝恵編著
978-4-88319-505-3 B5 123頁
(1,500)円
'09【発行 スリーエーネットワーク】
トピックによる日本語総合演習

上級

改訂版 トピックによる日本語総合
演習 上級
テーマ探しから発表へ

専修大学国際交流センター監修,安藤節子,
佐々木薫,赤木浩文,坂本まり子,
田口典子編著
978-4-88319-523-7 B5 116頁
(1,500)円
'10【発行 スリーエーネットワーク】
トピックによる日本語総合演習

上級

トピックによる日本語総合演習
上級用資料集 第 4 版
テーマ探しから発表へ

専修大学国際交流センター監修,佐々木薫,
赤木浩文,草野宗子,坂本まり子編

日本語初級大地

初級(英)(韓)(中)

日本語初級 2 大地
山﨑佳子,石井怜子,佐々木薫,高橋美和子,
町田恵子著
『日本語初級 1 大地』に続く総合教材。文法の基
礎力がしっかり身につき，運用力を養成できる。
実用性の高い場面をイラストで提示し，短期間で
効率的に学べるように工夫。
978-4-88319-507-7 メインテキスト B5 187頁
別冊44頁 CD1枚付き (2,800)円
978-4-88319-521-3 文型説明と翻訳 英語版 B5
156頁 (2,000)円
978-4-88319-530-5 文型説明と翻訳 中国語版 B5
156頁 (2,000)円
978-4-88319-531-2 文型説明と翻訳 韓国語版 B5
156頁 (2,000)円
978-4-88319-524-4 基礎問題集 B5 56頁
別冊11頁 土井みつる著 (900)円
978-4-88319-579-4 教師用ガイド
「教え方」と「文型説明」 B5 160頁
CD-ROM1枚付き (2,800)円
'09～11【発行 スリーエーネットワーク】
中級(英)(韓)(中)(ベ)

中級へ行こう
日本語の文型と表現 55 第 2 版
平井悦子,三輪さち子著

ロングセラー『トピックによる日本語総合演習－
テーマ探しから発表へ－上級』の準拠教材。デー
タを一新し，ボリュームもアップ。多面性のある
トピックが多く，作文やスピーチの資料としても
広く活用できる。

『中級を学ぼう 中級前期／中級中期』へ続くシリ
ーズ，『中級へ行こう 日本語の文型と表現 59』の
第 2 版。「文型・表現」の簡潔な説明，「新出語」
に 4 か国語訳（英・中・韓・ベトナム）付き。

978-4-88319-577-0 B5 215頁
(2,100)円
'11【発行 スリーエーネットワーク】

978-4-88319-728-6 B5 179頁 別冊47頁
CD1枚付き (2,200)円
'16【発行 スリーエーネットワーク】

日本語初級大地

初級(英)(韓)(中)

日本語初級 1 大地
山﨑佳子,石井怜子,佐々木薫,高橋美和子,
町田恵子著
日本語学校や大学で日本語を学ぶ人のための総合
教材。文法の基礎力を固めながら，運用力の養成
を目指す。実用性の高い場面をイラストで提示し，
初級レベルの学習項目を短期間で効率的に学べる。
978-4-88319-476-6 メインテキスト B5 199頁
別冊46頁 CD1枚付き (2,800)円
978-4-88319-477-3 文型説明と翻訳 英語版 B5
162頁 (2,000)円
978-4-88319-503-9 文型説明と翻訳 中国語版 B5
162頁 (2,000)円
978-4-88319-504-6 文型説明と翻訳 韓国語版 B5
162頁 (2,000)円
978-4-88319-495-7 基礎問題集 B5 60頁
別冊12頁 土井みつる著 (900)円
978-4-88319-551-0 教師用ガイド
「教え方」と「文型説明」 B5 183頁
CD-ROM1枚付き (2,800)円
'08～10【発行 スリーエーネットワーク】
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中級(英)(韓)(中)

中級を学ぼう
日本語の文型と表現 56 中級前期
平井悦子,三輪さち子著
『中級へ行こう』に続くテキスト。56 の中級前半
の学習項目を全 8 課に掲載，64～80 時間で学習。
読み応えのある楽しい読み物や練習問題が豊富。
英語・中国語・韓国語訳付き。
978-4-88319-447-6 B5 149頁 別冊75頁
CD1枚付き (2,200)円
'07【発行 スリーエーネットワーク】

中級

中級を学ぼう
日本語の文型と表現 82 中級中期
平井悦子,三輪さち子著

978-4-88319-509-1 B5 222頁 別冊21頁
CD1枚付き (2,400)円
'09【発行 スリーエーネットワーク】
初級(英)(ス)(ポ)

新装版 はじめのいっぽ
春原憲一郎,谷口すみ子,萬浪絵理,
稲子あゆみ,萩原弘毅著
『日本語入門はじめのいっぽ』が新装版で発売。
語彙を整理し，巻末索引には各国語訳が付いてい
る。また，英語版付属の Disc は，音声を聞くとき
には CD として，パソコンでは CD-ROM として使用
することができる。ポルトガル語版・スペイン語
版は音声 CD 付き。
978-4-88319-410-0 英語版 B5 210頁
CD-ROM1枚付き (2,500)円(品切れ)
978-4-88319-441-4 ポルトガル語版 B5 210頁
CD1枚付き (2,800)円
978-4-88319-440-7 スペイン語版 B5 210頁
CD1枚付き (2,800)円(品切れ)
'06～07【発行 スリーエーネットワーク】
はじめよう日本語初級
初級(英)(韓)(中)(ベ)
改訂版 毎日使えてしっかり身につく

はじめよう日本語
初級１メインテキスト
TIJ 東京日本語研修所著
話す力，聞く力，文法の力を伸ばす，文型提出順
にも配慮した，話題，場面シラバスの初級日本語
教科書。『授業の進め方』と『語彙リスト』の英語，
中国語，韓国語，ベトナム語訳はオンデマンド版
と電子版のみ。
978-4-88319-649-4 メインテキスト B5 241頁
別冊13頁 CD3枚付き (2,600)円
'13【発行 スリーエーネットワーク】
はじめよう日本語初級
初級(英)(韓)(中)(ベ)
改訂版 毎日使えてしっかり身につく

はじめよう日本語
初級２メインテキスト

初級
(伊)(イ)(英)(韓)(ス)(タ)(中)(独)(仏)(ベ)(ポ)
(ロ)(Ｒ)
みんなの日本語

みんなの日本語初級Ⅰ 第 2 版
スリーエーネットワーク編著
人気シリーズの改訂。初版の学習項目（文法シラ
バス）を整理し，古くなった語彙・表現を刷新，
イラストを使った練習を増やした。「問題・会話」
を収録した CD 付き。
978-4-88319-603-6 本冊 B5 249頁 別冊55頁
CD1枚付き (2,500)円
978-4-88319-634-0 本冊 ローマ字版 B5 247頁
別冊52頁 CD1枚付き (2,500)円
978-4-88319-604-3 翻訳・文法解説
英語版 B5 181頁 (2,000)円
978-4-88319-605-0 翻訳・文法解説
中国語版 B5 181頁 (2,000)円
978-4-88319-647-0 翻訳・文法解説
韓国語版 B5 181頁 (2,000)円
978-4-88319-645-6 翻訳・文法解説
フランス語版 B5 181頁 (2,000)円
978-4-88319-627-2 翻訳・文法解説
スペイン語版 B5 181頁 (2,000)円
978-4-88319-626-5 翻訳・文法解説
ポルトガル語版 B5 181頁 (2,000)円
978-4-88319-635-7 翻訳・文法解説
イタリア語版 B5 181頁 (2,000)円
978-4-88319-644-9 翻訳・文法解説
タイ語版 B5 181頁 (2,000)円
978-4-88319-672-2 翻訳・文法解説
インドネシア語版 B5 181頁 (2,000)円
978-4-88319-639-5 翻訳・文法解説
ドイツ語版 B5 181頁 (2,000)円
978-4-88319-633-3 翻訳・文法解説
ベトナム語版 B5 181頁 (2,000)円
978-4-88319-642-5 翻訳・文法解説
ロシア語版（新版） B5 181頁 (2,000)円
978-4-88319-629-6 翻訳・文法解説
ローマ字版【英語】 B5 181頁 (2,000)円
978-4-88319-606-7 標準問題集 B5 64頁
別冊15頁 (900)円
978-4-88319-686-9 CD5枚セット B5 19頁
(8,000)円
978-4-88319-734-7 教え方の手引き B5 212頁
CD-ROM1枚付き (2,800)円
'12～16【発行 スリーエーネットワーク】

TIJ 東京日本語研修所著
話す力，聞く力，文法の力を伸ばす，文型提出順
にも配慮した，話題，場面シラバスの初級日本語
教科書。『授業の進め方』と『語彙リスト』の英語，
中国語，韓国語，ベトナム語訳はオンデマンド版
と電子版のみ。
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総合教科書

『中級を学ぼう日本語の文型と表現 56 中級前期』
に続くテキスト。「語彙・聴解・読解・作文・会話」
の 5 つの力を伸ばすための様々な練習が掲載。赤
チェックシートを重ねて漢字の読み学習もできる。

978-4-88319-650-0 メインテキスト B5 241頁
別冊12頁 CD3枚付き (2,600)円
'13【発行 スリーエーネットワーク】

初級
(伊)(イ)(英)(韓)(ス)(タ)(中)(独)(仏)(ベ)(ポ)
(ロ)
みんなの日本語

みんなの日本語初級Ⅱ 第 2 版
スリーエーネットワーク編著
総合教科書

『みんなの日本語初級Ⅱ本冊』の第 2 版。初版の
学習項目（文法シラバス）を整理し，古くなった
語彙・表現を刷新。「問題・会話」の音声の入った
CD 付き。
978-4-88319-646-3 本冊 B5 247頁 別冊57頁
CD1枚付き (2,500)円
978-4-88319-664-7 翻訳・文法解説
英語版 B5 157頁 (2,000)円
978-4-88319-678-4 翻訳・文法解説
中国語版 B5 157頁 (2,000)円
978-4-88319-708-8 翻訳・文法解説
韓国語版 B5 157頁 (2,000)円
978-4-88319-705-7 翻訳・文法解説
フランス語版 B5 157頁 (2,000)円
978-4-88319-703-3 翻訳・文法解説
スペイン語版 B5 157頁 (2,000)円
978-4-88319-702-6 翻訳・文法解説
ポルトガル語版 B5 157頁 (2,000)円
978-4-88319-697-5 翻訳・文法解説
イタリア語版 B5 157頁 (2,000)円
978-4-88319-700-2 翻訳・文法解説
タイ語版 B5 157頁 (2,000)円
978-4-88319-701-9 翻訳・文法解説
インドネシア語版 B5 157頁 (2,000)円
978-4-88319-704-0 翻訳・文法解説
ドイツ語版 B5 157頁 (2,000)円
978-4-88319-673-9 翻訳・文法解説
ベトナム語版 B5 157頁 (2,000)円
978-4-88319-724-8 翻訳・文法解説
ロシア語版 （新版） B5 157頁 (2,000)円
978-4-88319-663-0 標準問題集 B5 66頁
別冊12頁 (900)円
978-4-88319-707-1 CD5枚セット B5 19頁
(8,000)円
978-4-88319-745-3 教え方の手引き B5 208頁
CD-ROM1枚付き (2,800)円
'13～17【発行 スリーエーネットワーク】
中級(英)(韓)(ス)(中)(独)(仏)(ベ)(ポ)
みんなの日本語

みんなの日本語中級Ⅰ
スリーエーネットワーク編
『みんなの日本語初級』は日本語の基礎となる文
法と語彙を着実に積み上げ，日常会話場面への適
応力，実践的な会話運用力を養うことで定評があ
る。『みんなの日本語中級』はそれに続く教科書で
ある。日本語学習の中級前期（初級から中級への
橋渡し）の時期に必要な「話す・聞く」「読む・書
く」の総合的な言語能力と実際的に自ら学ぼうと
する力を培うことを目的とする。
978-4-88319-468-1 本冊 B5 203頁 別冊70頁
CD1枚付き (2,800)円
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978-4-88319-492-6 翻訳・文法解説
英語版 B5 114頁 (1,600)円
978-4-88319-498-8 翻訳・文法解説
中国語版 B5 114頁 (1,600)円
978-4-88319-499-5 翻訳・文法解説
韓国語版 B5 114頁 (1,600)円
978-4-88319-500-8 翻訳・文法解説
ドイツ語版 B5 114頁 (1,600)円
978-4-88319-560-2 翻訳・文法解説
スペイン語版 B5 114頁 (1,600)円
978-4-88319-561-9 翻訳・文法解説
ポルトガル語版 B5 114頁 (1,600)円
978-4-88319-562-6 翻訳・文法解説
フランス語版 B5 114頁 (1,600)円
978-4-88319-692-0 翻訳・文法解説
ベトナム語版 B5 114頁 (1,600)円
978-4-88319-594-7 標準問題集 B5 68頁
別冊15頁 (900)円
978-4-88319-491-9 教え方の手引き B5 245頁
(2,500)円
'08～14【発行 スリーエーネットワーク】
中級(英)(韓)(ス)(中)(独)(仏)(ベ)(ポ)
みんなの日本語

みんなの日本語中級Ⅱ
スリーエーネットワーク編
『みんなの日本語初級』で積み上げた基礎力をも
とに，『みんなの日本語中級Ⅰ』では初級から中級
への橋渡しに必要な言語能力を養成し，『みんな
の日本語中級Ⅱ』ではもう一段,上級クラスをめざ
す。中級の総合教科書。
978-4-88319-590-9 本冊 B5 249頁 別冊82頁
CD2枚付き (2,800)円
978-4-88319-614-2 翻訳・文法解説
英語版 B5 191頁 (1,800)円
978-4-88319-615-9 翻訳・文法解説
中国語版 B5 191頁 (1,800)円
978-4-88319-616-6 翻訳・文法解説
韓国語版 B5 191頁 (1,800)円
978-4-88319-619-7 翻訳・文法解説
ドイツ語版 B5 191頁 (1,800)円
978-4-88319-617-3 翻訳・文法解説
スペイン語版 B5 191頁 (1,800)円
978-4-88319-618-0 翻訳・文法解説
ポルトガル語版 B5 191頁 (1,800)円
978-4-88319-620-3 翻訳・文法解説
フランス語版 B5 191頁 (1,800)円
978-4-88319-727-9 翻訳・文法解説
ベトナム語版 B5 191頁 (1,800)円
978-4-88319-737-8 標準問題集 B5 68頁
別冊13頁 (900)円
978-4-88319-685-2 教え方の手引き B5 226頁
(2,500)円
'12～17【発行 スリーエーネットワーク】

わかって使える日本語

中級(英)(韓)(中)

わかって使える日本語
名古屋 YWCA 教材作成グループ著

978-4-88319-302-8 B5 本文197頁 別冊75頁
(2,000)円
978-4-88319-304-2 練習問題 B5 78頁 別冊14頁
(1,000)円(品切れ)
デジタル版 指導のポイント
希望小売価格 (700)円
'04～13【発行 スリーエーネットワーク】

コミュニケーション日本語

初～中級

千駄ヶ谷日本語教育研究所著
コミュニケーションを重視した初級・初中級用教
科書。様々な場面における本文会話，文，会話に
使われる文型の例文とその練習問題で 1 課が構成
されており，初中級までに必要な文型が自然に積
み上がるように工夫されている。
978-4-915515-05-7 テキスト1 B5 157頁
(2,000)円
978-4-915515-06-4 テキスト2 B5 115頁
(2,000)円
978-4-915515-07-1 テキスト3 B5 93頁
(2,000)円
978-4-915515-08-8 ワークブック1 B5 119頁
(1,500)円
978-4-915515-09-5 ワークブック2 B5 85頁
(1,500)円
978-4-915515-10-1 ワークブック3 B5 65頁
(1,500)円
978-4-915515-11-8
ひらがな・カタカナ・漢字練習帳1 B5 69頁
(1,000)円
978-4-915515-12-5 漢字練習帳2 B5 66頁
(1,000)円
978-4-915515-13-2 漢字練習帳3 B5 54頁
(1,000)円
CD1
(952)円
CD2
(952)円
CD3
(952)円
'99～02【発行 千駄ヶ谷日本語教育研究所】
初級から上級までの一貫シリーズ

初～上級

学ぼう！にほんご
日本語教育教材開発委員会編
まったくの初心者から日本語能力試験 N1 合格の
上級までを学習する完全一貫シリーズで，各巻は
「隙間なく，重複なく」をモットーに編纂されて
いる。全 6 巻シリーズ。関連教材も豊富で日本語
教育業界待望の一冊。
978-4-88324-399-0 初級1 テキスト B5 200頁
(1,500)円
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総合教科書

『日本語初中級─理解から発話へ─』をもとに，
中級段階での学習用に学習項目の再構成，読解文
の追加などのバージョンアップをした教材。学習
者が既習項目を構文の基本概念として捉えなおし，
実際の運用につなげることを目的としている。

978-4-88324-406-7 初級1
学生用マニュアル（英語版） B5 80頁 (810)円
978-4-88324-454-5 初級1
学生用マニュアル（韓国語版） B5 80頁 (850)円
978-4-88324-446-1 初級1
学生用マニュアル（中国語版） B5 80頁 (850)円
978-4-88324-482-9 初級1
学生用マニュアル（台湾版） B5 112頁 (810)円
978-4-88324-427-0 初級1 漢字練習帳 B5 144頁
(1,400)円
978-4-88324-407-5 初級1 教師用マニュアル B5
148頁 (2,000)円
978-4-88324-409-1 初級1 聴解CD
(1,800)円
978-4-88324-432-4 初級1 聴解練習問題集 B5
98頁 (900)円
978-4-88324-433-1 初級1 聴解練習問題集CD
(2,800)円
978-4-88324-483-6 初級1 フラッシュカード A4
横2切 190枚 (3,500)円
978-4-88324-405-8 初級1 練習問題集 B5 104頁
(900)円
978-4-88324-440-9 初級1 中間・修了テスト
(18,000)円
978-4-88324-401-0 初級2 テキスト B5 184頁
(1,500)円
978-4-88324-411-3 初級2
学生用マニュアル（英語版） B5 72頁 (810)円
978-4-88324-447-8 初級2
学生用マニュアル（韓国語版） B5 70頁 (850)円
978-4-88324-448-5 初級2
学生用マニュアル（中国語版） B5 850 (850)円
978-4-88324-484-3 初級2
学生用マニュアル（台湾版） B5 85頁 (810)円
978-4-88324-439-3 初級2 漢字練習帳 B5 136頁
(1,400)円
978-4-88324-413-X 初級2 教師用マニュアル B5
124頁 (2,000)円
978-4-88324-426-3 初級2 作文練習帳 B5 88頁
(900)円
978-4-88324-412-1 初級2 聴解CD
(1,800)円
978-4-88324-434-8 初級2 聴解練習問題集 B5
108頁 (900)円
978-4-88324-435-5 初級2 聴解練習問題集CD
(2,800)円
978-4-88324-410-2 初級2 練習問題集 B5 104頁
(900)円
978-4-88324-474-4 初級2 中間・修了テスト
(18,000)円
978-4-88324-414-0 初中級 テキスト B5 188頁
(1,800)円
978-4-88324-441-6 初中級 漢字練習帳 B5 152頁
(1,700)円
978-4-88324-424-9 初中級 聴解CD
(2,300)円
978-4-88324-421-8 初中級 練習問題集 B5 96頁
(900)円
978-4-88324-485-0 初中級 作文練習帳 B5 112頁
(1,100)円
978-4-88324-475-1 初中級 中間・修了テスト
(18,000)円

総合教科書

978-4-88324-420-1 中級 テキスト B5 188頁
(1,800)円
978-4-88324-451-5 中級 漢字練習帳 B5 152頁
(1,700)円
978-4-88324-425-6 中級 聴解CD
(2,300)円
978-4-88324-428-7 中級 練習問題集 B5 104頁
(1,200)円
978-4-88324-476-8 中級 中間・修了テスト
(18,000)円
978-4-88324-449-2 中上級 テキスト B5 180頁
(1,800)円
978-4-88324-461-4 中上級 漢字練習帳 B5 136頁
(1,700)円
978-4-88324-452-2 中上級 聞く練習CD
(1,800)円
978-4-88324-459-1 中上級 練習問題集 B5 124頁
(1,400)円
978-4-88324-477-5 中上級 中間・修了テスト
(18,000)円
978-4-88324-456-0 上級 テキスト B5 184頁
(1,800)円
978-4-88324-464-5 上級 漢字練習帳 B5 148頁
(1,700)円
978-4-88324-457-7 上級 聞く練習CD (1,800)円
978-4-88324-460-7 上級 練習問題集 (1,400)円
978-4-88324-478-2 上級 中間・修了テスト
(18,000)円
【発行 専門教育出版】

改訂新版 基礎から学ぶ日本語表現
法
山根智恵,久木田恵著
ポートフォリオ学習を意識した新しいタイプのテ
キスト。課題達成の後，学習者の自己評価，教員
評価という構成になっている。話し言葉，書き言
葉の基本が実践的に学べる 1 冊。
978-4-86429-059-3 B5 138頁
(2,300)円
'11【発行 大学教育出版】

978-986-6882-99-9 本冊④ 152頁 CD付き
(2,400)円
978-986-6882-79-1 練習帳① 52頁
(480)円
978-986-6882-80-7 練習帳② 52頁
(480)円
978-986-6882-70-8 指導書①② 80頁 (1,920)円
978-986-6438-09-7 練習帳③ 58頁
(480)円
978-986-6438-10-3 練習帳④ 58頁
(480)円
978-986-6438-15-8 指導書③④ 112頁 (1,920)円
'08～09【発行 大新書局】

日常生活日本語 初級

初級(中)(日)

川口良著
日本の生活シーンから，初級レベルで学ぶ必要な
語彙・文法を学べます。豊富なイラスト，会話，
中国語による文法解説，練習問題が収録されてい
ますので，本書 1 冊で会話学習が可能です。
978-986-6438-28-8 上 170×230 144頁
(2,400)円
978-986-6438-29-5 下 170×230 168頁
(2,400)円
'10【発行 大新書局】
初級(英)(日)

日本語いつでもどこでも単語集
Japanese Word Book Anytime Anywhere

高橋恭子,高橋寛著
日本語を場面別に分類し，7,500 語を収録。日本
語学習はもとより旅行や短期ステイにも便利です。
日本料理，伝統，年中行事など日本独自の単語が
充実。日本人にとっても，日本の日常を説明する
のに便利です。和英両インデックスが付いている
ので，逆引きも簡単。
978-4-88463-104-8 A6 507頁
(1,500)円
'08【発行 大盛堂書房】

はじめての日本語

初級(英)(日)(Ｒ)

Japanese for Beginners

高橋恭子,松井宏友著
あいさつから実用的な表現まで

初級(中)(日)

ガンバレ！にほんご
加油！日本語

陳美玲,高津正照,謝美珍,黄麗雪,
施秀青著（本冊①②練習帳①②指導書①②）,
大新書局編集部編著（本冊③④練習帳③④指導
書③④）
初級用教科書シリーズ（全 4 巻）です。日本で生
活する際，いろいろな場面で必要となる基本表現
が学べます。高校生を中心に，若者から年配の方
まで幅広くお使いいただけます。
978-986-6882-61-6 本冊① 134頁 CD付き
(2,400)円
978-986-6882-62-3 本冊② 133頁 CD付き
(2,400)円
978-986-6882-98-2 本冊③ 160頁 CD付き
(2,400)円
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本書は日本語をこれから学習しようとする読者，
又は日本へ旅行するために日本語について知りた
い読者が理解しやすいように，基本的な文章パタ
ーンを段階的にしかも繰り返しながら提出してい
る。
978-4-88463-095-9 A6 192頁
(1,200)円
'03【発行 大盛堂書房】
初級(英)(韓)(日)(Ｒ)

はじめての日本語・韓国語編
Japanese for Beginners Korean

山脇みどり,高橋恭子,松井宏友著
本書は，日本語をはじめて勉強しよう，または日
本を旅行するのに日本語になじみがないという韓
国人を対象に，日本語というものを理解しやすく
するため様々な工夫をこらして編纂されている。
また文章は英訳されている。

978-4-88463-097-3 A6 224頁
(1,300)円
'04【発行 大盛堂書房】

中級(中)

新版 中日交流標準日本語
上下（第二版）
初級 ひらけ日本語

中級

初級

甲斐睦朗,西尾珪子,宮地裕監修
拓殖大学留学生別科,日本語教育研究所編
甲斐睦朗，西尾珪子，宮地裕監修

初級(中)

新版 中日交流標準日本語
上下（第二版）

初級

甲斐睦朗,西尾珪子,宮地裕監修
日中共同編集による中国語話者のための日本語テ
キスト。基礎から学べる基本文型とストーリー展
開を楽しめる会話文を掲載。全 48 課。上巻は日本
語能力試験 N5，下巻は N4 に対応。入門単元と各
課の単語を収録した CD 付き。また，QR コードか
らダウンロードして，一部のテキストを電子版で
も利用可能。
978-4-87217-986-6 全2冊（分売不可） B5
CD2枚付 （上）402頁 （下）404頁 (4,800)円
'13【発行 中国人民教育出版社】
【発売 アスク出版】
初級(中)

新版 中日交流標準日本語
初級同歩練習（第二版）

『標準日本語』シリーズの中級編。実用的な会話
文と読解文を各課に掲載。全 32 課。上巻は日本語
能力試験 N3，下巻は N2 に対応。各課の単語を収
録した CD 付き。また，QR コードからダウンロー
ドして，一部のテキストを電子版でも利用可能。
978-4-87217-987-3 全2冊（分売不可） B5
CD2枚付 （上）446頁 （下）466頁 (6,000)円
'14【発行 中国人民教育出版社】
【発売 アスク出版】
上級(中)

新版
上下

中日交流標準日本語

高級

甲斐睦朗,西尾珪子,宮地裕監修
『標準日本語』シリーズの上級編。多種多様な読
解文だけでなく，ビジネス会話文や家庭内の会話
文も掲載。全 24 課。上下巻で日本語能力試験 N1
に対応。各課の単語を収録した CD 付き。※電子版
未対応。
978-4-87217-988-0
978-4-87217-988-0 全2冊（分売不可） B5
CD2枚付 （上）300頁 （下）332頁 (4,200)円
'12【発行 中国人民教育出版社】
【発売 アスク出版】

初級(英)(日)

大学の日本語
Vol.1

初級

ともだち

Elementary Japanese for Academic Purposes

東京外国語大学留学生日本語教育センター編著
大学などでの生活に密着した多様なタスク，異文
化理解タスクにより，初級文型・語彙を学習しな
がら「自己を発信する力」「他者と伝え合う力」を
総合的に身につける。初級レベルの学生のための
日本語教科書。
978-4-904575-61-1 B5 280頁 CD1枚付き
(2,500)円
'17【発行 東京外国語大学出版会】

甲斐睦朗,西尾珪子,宮地裕監修
『新版 中日交流標準日本語 初級級上下（第二
版）』の準拠版練習帳。全 1 冊。指示文は中国語。
日本語能力試験 N5，N4 に対応。音声内容を収録し
た CD3 枚付き。
978-4-87217-989-7 B5 CD付き 354頁 (2,700)円
'14【発行 中国人民教育出版社】
【発売 アスク出版】

初級(英)(日)

大学の日本語
Vol.2

初級

ともだち

Elementary Japanese for Academic Purposes

東京外国語大学留学生日本語教育センター編著
「流暢さ」「正確さ」をバランスよく段階的に習得
できるよう学習項目を配列。Vol. 1 は初級前半，
Vol. 2 は初級後半レベル。豊富なイラストによる
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総合教科書

日本の大学・大学院への進学を目指す留学生のた
めの初級総合教科書。高等教育機関で必要とされ
る「アカデミック・ジャパニーズ」習得のための
基礎作りを目指す。また，N4 レベルまでの学習項
目を網羅し，併せて N3 レベル習得の土台作りも可
能となる内容になっている。
978-4-89358-562-2 【上】新装版 B5 247頁
CD付き (1,800)円
978-4-89358-563-9 【下】新装版 B5 261頁
CD付き (1,800)円
978-4-89358-511-0
【上】文型練習帳・漢字学習帳 B5 140頁
(1,500)円
978-4-89358-512-7
【下】文型練習帳・漢字学習帳 B5 142頁
(1,500)円
978-4-89358-528-8 使用の手引き B5 239頁
(2,500)円
'01～08【発行 拓殖大学】
【発売 凡人社】

導入，英語による文法説明など，非漢字圏の学習
者にも学びやすい。

新文化初級日本語

初級

文化外国語専門学校編著
978-4-904575-63-5 B5 304頁 CD1枚付き
(2,500)円
'17【発行 東京外国語大学出版会】
総合教科書

上級(日)

日本をたどりなおす 29 の方法
国際日本研究入門

野本京子,坂本惠,
東京外国語大学国際日本研究センター編
日本語を学習すると同時に,国際日本研究の入り
口に立てるようにと意図された，上級日本語学習
のための新しい教科書。海外でもとくに関心の高
い 29 のテーマを通して，多様な視点で「日本」に
ついて考え，たどりなおす。
978-4-904575-56-7 B5 192頁
(2,000)円
'16【発行 東京外国語大学出版会】

日本語再履修

「文化初級日本語Ⅰ・Ⅱ」の改訂版。各課の学習
項目は従来のものを生かしているが，カラーイラ
ストや図表を豊富に使ってより分かりやすくなっ
た。また，一部の課では本文のトピックを一新し，
学習項目がより理解しやすくなった。Ⅰ・Ⅱ共に
CD 付。
(920046)
(920045)
(920036)
(920037)
(920050)

Ⅰ CD2枚付 B5 201頁
(2,500)円
Ⅱ CD2枚付 B5 201頁
(2,500)円
練習問題集Ⅰ B5 102頁
(1,000)円
練習問題集Ⅱ B5 103頁
(1,000)円
教師用指導手引き書Ⅰ B5 165頁
(2,300)円
(920053) 教師用指導手引き書Ⅱ B5 181頁
(2,300)円
(920038) Ⅰ・Ⅱ共通カセットテープ C55×1,
C47×1, C62×1, C71×1 (6,000)円
'00【発行 文化外国語専門学校】
【発売 凡人社】

初中級(日)

柿木重宜著
初級
大学や短期大学の日本語テキストとしてはもちろ
ん，就職活動の前や，働き始めてからも日本語を
改めて学びなおすために――100 の問題を通して，
楽しみながら，自分で考えて，より深く学ぶ日本
語再入門！
978-4-7795-0660-4 A5変 204頁
(1,500)円
'12【発行 ナカニシヤ出版】
初級

進学する人のための日本語初級
日本学生支援機構東京日本語教育センター著
日本語の基礎構造が短期間で身につき進学に役立
つ親しみやすいテキスト。アクセント記号がつい
た予習・復習に必携の『語彙リスト』付。
(912001) 本冊/語彙リスト/CD(セット) B5 286頁
(3,143)円
(912002) 練習帳1 B5 105頁
(1,048)円
(912003) 練習帳2 B5 96頁
(1,048)円
(912004) 宿題帳 B5 103頁
(1,048)円
(912005) 漢字リスト B5 114頁
(1,048)円
(912032) 読み文/CD(セット) B5 90頁 (1,524)円
(912009) 教師用指導書 B5 215頁
(2,857)円
'02【発行 日本学生支援機構
東京日本語教育センター】

文化初級日本語 テキスト改訂版
文化外国語専門学校編著
『新文化初級日本語』の特徴を生かし，より効果
的に楽しく日本語が学習することができるように
工夫された『文化初級日本語Ⅰ／Ⅱ 改訂版』。実
際の場面での言語使用に結びつくように，留学生
にとってより身近な場面を取り上げました。また，
学習者が自分自身のことについて話す練習も数多
く盛り込まれています。見やすくわかりやすいフ
ルカラーの紙面に，イラストを多数掲載している
のも特長です。
978-4-89358-8586 Ⅰ B5 263頁 CD2枚付き
(2,800)円
978-4-89358-859-3 Ⅱ B5 235頁 CD2枚付き
(2,800)円
978-4-89358-860-9 練習問題集Ⅰ B5 143頁
(1,200)円
978-4-89358-861-6 練習問題集Ⅱ B5 103頁
(1,200)円
978-4-89358-867-8 教師用指導例集 B5 80頁
CD-ROM1枚付き (3,800)円
'13【発行 文化外国語専門学校】
【発売 凡人社】

文化中級日本語
※かつて財団法人国際学友会が運営していた日本
語学校は，平成 16 年 4 月 1 日から独立行政法人日
本学生支援機構東京日本語教育センターとして活
動を行っております。

初中級

文化外国語専門学校編著
初級から中上級への橋渡しに最適の教科書。初級
文型を補充しつつ将来必要な 4 技能の段階的積み
上げを行う。イラストや写真も豊富で，日本事情
の理解を助ける本文とコミュニケーション力を養
うアクティブな活動で構成されている。Ⅰ・Ⅱ共
に CD 付。
(920042) Ⅰ 第2版 CD2枚付 B5 236頁 (3,000)円
(920044) Ⅱ CD3枚付き B5 276頁
(3,300)円
(920052) 練習問題集Ⅰ B5 68頁
(1,200)円
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(920022) 練習問題集Ⅱ B5 52頁
(1,200)円
(920023) テープⅠ C35×1，C50×1
(4,000)円
(920033) テープⅡ C100×1，C90×1 (4,000)円
'94【発行 文化外国語専門学校】
【発売 凡人社】

文化庁文化部国語課編
中国からの帰国者が帰国後に，比較的短期間に遭
遇する日常の生活場面のうち 24 場面を選定し，各
場面ごとに，生活していくのに必要な日本語の要
素を抽出していき，必要な生活情報も盛りこんだ
もの。
(990052) B5 320頁
(絶版)
(990053) テープ
(絶版)
'83【発行 文化庁文化部国語課】
【発売 凡人社】
初級(中)

中国からの帰国者のための
生活日本語Ⅱ
文化庁文化部国語課編
『生活日本語Ⅰ』の学習を終えた学習者たちが次
の段階の学習に進むときに使用することを企画し
て作成された教科書。全体は 9 課より成っており，
最も基本的な表現に，やや豊かさを加えた会話能
力を獲得することを目標としている。
(990054) B5 278頁
(1,900)円
(990055) 指導参考資料 B5 222頁
(1,200)円
(990056) テープ
(絶版)
'85【発行 文化庁文化部国語課】
【発売 凡人社】

COURS DE JAPONAIS

初中級(仏)

日本語講義

ショレー・ジャン,島守玲子著
978-4-89358-053-5 B5 324頁

(絶版)
'90【発行 凡人社】

CURRENT JAPANESE
中級(英)
Intercultural Communication
現代日本語異文化間にみるコミュニケーション
日暮嘉子著
978-4-89358-036-8 B5 210頁

(絶版)
'87【発行 凡人社】

初中級(英)(韓)(中)

小山悟著
聴解活動をベースにしたトピックシラバスで全 8
課，各課 3 ステップ。各トピックについてまず学
習者に表現させ，その後実際の表現形式を学習者
に「意識化」させる活動により，実際場面での日
本語運用能力向上が可能になる。各課と巻末に英
語・中国語・韓国語対訳の語彙リストを付した。
978-4-89358-763-3 B5 242頁
別冊（解答＋スクリプト）32頁 CD2枚付き
(2,800)円
'09【発行 凡人社】
初級

J.Bridge for Beginners Vol.1
小山悟著
第二言語習得理論と実践を結びつけた画期的教材
『J.Bridge』の初級編。学習者の気づきを意識化
させ，運用力につなげる，初級には今までになか
ったタイプのテキスト。身近なトピック 7 つを 3
つのステップで繰り返すことにより，復習と新項
目の導入を繰り返し，自然な運用力の向上を目指
す。話題も豊富で飽きることがなく，楽しみなが
ら身近な日本語を習得可能。
978-4-89358-695-7 B5 296頁
別冊（解答＋スクリプト）32頁 CD2枚付き
(2,800)円
'09【発行 凡人社】
初中級

J.Bridge for Beginners Vol.2
小山悟著
学習者の気づきを意識化させ，運用力につなげる
ことを目的とした『J.Bridge』シリーズの初中級
テキスト。身近なトピック 7 つを 3 つのステップ
で繰り返すことにより，復習と項目の導入を繰り
返し，自然な運用力の向上を目指します。話題も
豊富で飽きることがなく，楽しみながら身近な日
本語を習得可能。
978-4-89358-767-1 B5 272頁
別冊（解答＋スクリプト）28頁 CD3枚付き
(2,800)円
'08【発行 凡人社】

JAPANESE LANGUAGE PATTERNS

初級

Antonio Alfonso 著
日本語の言語構造が初級から上級まで徹底的に網
羅説明されており，日本語をマスターする学生に
は不可欠のテキスト。日本語教師の参考書として
も全世界で広く使われている本書は, National
Functional Grammar である。
(900001) VOL.1 B5 613＋29頁
(900002) VOL.2 B5 1,230＋40頁
(900003) VOL.1 日本語版 B5 562頁

(絶版)
(絶版)
(絶版)
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総合教科書

初級(中)

中国からの帰国者のための
生活日本語Ⅰ

J.Bridge 新装第 2 版
TO INTERMEDIATE JAPANESE

(900004) VOL.2 日本語版 B5 1,167頁
(絶版)
'66,71【発売 凡人社】

WEEKLY J

BOOK1

日本語で話す６週間
→p.37
初級(英)

'12【発行 凡人社】

SITUATIONAL FUNCTIONAL JAPANESE
筑波ランゲージグループ著
総合教科書

既存の日本語テキストの枠を破った新しいタイプ
の英語圏の学習者向けの教科書。自然な日本語で
自分の意見を述べたり，討論ができるよう工夫さ
れ，各巻 8 課，全 24 課で構成されている。中国語
(繁体字)版の『話してみよう 1』も発売中。
978-4-89358-312-3 1 Notes B5 235頁 (3,000)円
978-4-89358-314-7 1 Drills B5 212頁
(2,600)円
978-4-89358-164-8 1 Notes テープ C50×2
(3,200)円(品切れ)
978-4-89358-165-5 1 Drills テープ C60×2
(3,200)円(品切れ)
978-4-89358-254-6 2 Notes B5 261頁 (2,800)円
978-4-89358-255-3 2 Drills B5 227頁
(2,600)円
978-4-89358-283-6 2 Notes テープ C30×2
(2,400)円
978-4-89358-284-3 2 Drills テープ
C70×1,C60×1 (3,200)円(品切れ)
978-4-89358-296-6 3 Notes B5 271頁 (2,800)円
978-4-89358-297-3 3 Drills B5 233頁
(2,600)円
978-4-89358-298-0 3 Notes テープ C30×2
(2,400)円
978-4-89358-299-7 3 Drills テープ
C70×1,C60×1 (3,200)円(品切れ)
978-4-89358-455-7 教師用指導書(改訂版) B5
243頁 (3,000)円
'91～96【発行 凡人社】

WEEKLY J

for Starters1

Dive into Japanese
→p.38
'15【発行 凡人社】
初級

絵でマスター にほんご基本文型 85
村野良子著
初級レベルの 85 の文法項目すべてを絵によって
導入し練習できる教材。口頭練習のみで初級の基
本文型のマスターが可能。初めて日本語を教える
人も気軽に利用でき，絵を見ながら練習できるの
で，媒介語が使えないときなどに最適。文法解説
書 (英語版 25 頁)付き。
978-4-89358-360-4 B5 78頁 (2,200)円(品切れ)
'96【発売 凡人社】

絵とタスクで学ぶにほんご

初級

村野良子,谷道まや,村野聰著
入門から中級準備段階の学習者対象のテキスト。
できるだけ文字解説を避け，イラストやマークで
必要な指示を行い，70 に上るリスニング・タスク
と教室作業から構成されている。教師用マニュア
ル付き。
978-4-89358-612-4 CD付き B5 78頁 別冊17頁
(2,600)円(品切れ)
'88,06【発売 凡人社】
日本語・日本事情リソース型総合教材

初級(英)(日)

SITUATIONAL FUNCTIONAL JAPANESE
教師用アイデアブック
SITUATIONAL FUNCTIONAL JAPANESE Ideabook for
Teachers of Japanese

シュテファン・カイザー編著

過渡期の「日本」を考える
三牧陽子,村岡貴子,伊藤博子著
家族，食事情，日本人の意識，真の豊かさ，共生
など 10 のテーマを中心に現代日本の課題と将来
像を考察する。重要語句・準備・読解・語彙/表現・
会話・作文から構成され，豊富なリソース教材は
多様な活用法が期待できる。

世 界 各 国 で 人 気 の 教 科 書 「 SITUATIONAL
FUNCTIONAL JAPANESE」シリーズ。このテキストを
各地の状況に応じてどう工夫して使うか。このア
イデアブックでは，その大きな課題に解決策を示
す例が豊富に紹介されている。

自然な日本語

978-4-89358-575-2 B5 143頁

中級用会話教材

(1,500)円
'04【発行 凡人社】

978-4-89358-375-8 B5 146頁

(絶版)
'97【発行 凡人社】

中級

桜井晴美著
日常会話で最も頻繁に使われる中・上級の語彙・
表現を 32 の短いイラスト付きのストーリーにま
とめた。さらに，幅広い応用力が自然に身につく
用例・練習問題付き。
978-4-89358-188-4 B5 112頁
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(絶版)
'84【発売 凡人社】

自然な日本語Ⅱ

中～上級

978-4-89358-855-5 vol.2 B5 414頁
(2,800)円
'12～16【発行 凡人社】

中・上級用会話教材

桜井晴美著

978-4-89358-147-1 B5 210頁
(絶版)
978-4-89358-186-0 テープ C60×1
(絶版)
'91【発売 凡人社】

初級日本語［新装改訂版］

初級

東京外国語大学留学生日本語教育センター編著
長年の実績を誇る初級レベルの日本語教材の決定
版！ イラストの大幅追加や CD 付きになったこ
とでより使いやすくなった。また，既存のシリー
ズから「練習」「読み物」「聞く練習」の一部を掲
載することで内容もさらに充実。東京外国語大学
のウェブサイト（http://jplang.tufs.ac.jp/）で
はたくさんの素材が公開されており，非常に便利。
上・下巻あわせて 28 課からなる本文は旧版を踏襲
しており，従来の付属教材をそのまま活用できる。

初級

【初級】
語学留学生のための日本語〔Ⅰ〕
岡本輝彦,木川和子,辻本澄子,西尾節子,
松井充子著
イラストや図が豊富で語彙・文型がスムーズに導
入できる。日本語学校の学生が出会う場面や状況
が多く取り上げられ，実際の場面にも応用可能。
初級前半の学習事項が全 20 課にまとめられてお
り，短期間で効率よく学ぶことができる。

978-4-89358-740-4 上 B5 252頁 別冊40頁
CD2枚付き (2,800)円
978-4-89358-741-1 下 B5 248頁 別冊40頁
CD2枚付き (2,800)円
'94～10【発行 凡人社】
中～中上級

中級日本語［新装改訂版］
東京外国語大学留学生日本語教育センター編著

978-4-89358-509-7 B5 152頁
(1,429)円
978-4-89358-764-0 フォローアップ問題集
初級読解+漢字編 B5 88頁 (1,000)円(品切れ)
'02～03【発行 凡人社】
初級

【初級】
語学留学生のための日本語〔Ⅱ〕
岡本輝彦,木川和子,辻本澄子,松井充子著
前編の〔Ⅰ〕と同様，イラストや図が豊富で，新
出語彙・文型をスムーズに導入できる。初級後半
の学習事項が 20 課にまとめられており，練習問題
も充実。〔Ⅰ〕〔Ⅱ〕合わせて学習することにより，
短期間で効率よく初級日本語が学べる。
978-4-89358-510-3 B5 150頁
(1,429)円
978-4-89358-548-6 フォローアップ問題集
初級読解+漢字編 B5 101頁 (1,000)円
'02～03【発行 凡人社】

初級日本語

あゆみ

初級

関西外語専門学校著
日本語学習者が必ず日本で経験する「衣・食・住・
学」の事柄をトピックに取り入れており，公共施
設の利用やアルバイトなど身近なトピックで日本
語を学習できる。また，ほとんどの日本語教科書
は東京が舞台の中心になっているが，本書は，大
阪を舞台にしている。京阪神の留学生にとって，
身近な地名や情報が掲載されているため，学習の
モチベーションも上がる。

大学進学をめざす日本語学習者のための中級教材。
読み物を通して，文法項目，語彙，漢字等の言語
要素を段階的に学習。新出文型には「意味・用法」
の簡単な説明と例文がついている。上巻には旧版
の 12 課までを掲載。
（著者が運営するサイト「JPLANG」で無料教材が
多数公開されている。）
978-4-89358-886-9 上 B5 192頁 別冊44頁
CD1枚付き (2,000)円
978-4-89358-887-6 下 B5 192頁 別冊32頁
CD1枚付き (2,000)円
'15【発行 凡人社】

上級日本語

上級

東京外国語大学留学生日本語教育センター編著
初級・中級に続く東京外大留学生センターの上級
教材。現代作家のエッセイから古典まで幅広い文
章を収録しており，真の実力をつけたい学習者に
最適。
978-4-89358-408-3 B5 184頁
(2,300)円
978-4-89358-443-4 テープ C60×3
(4,000)円(品切れ)
'98【発行 凡人社】

978-4-89358-908-8 vol.1 第2版 B5 437頁
(2,800)円
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『自然な日本語』の流れを踏襲した中・上級者向
け会話教材。冒頭に 4 コマ漫画を配した親しみや
すさは前作と同じだが，場面分析・モデルスピー
チ・質問・ことばの使い方・課題・すらすら言う
練習・問題が付いて内容はさらに充実。全 10 話。
解答・索引付き。

初中級(英)

総合日本語初級から中級へ

できる日本語

初級

わたしの文法ノート

INTRODUCTION TO INTERMEDIATE JAPANESE
An Integrated Course

嶋田和子監修,
できる日本語教材開発プロジェクト著

水谷信子著
総合教科書

『総合日本語中級前期』に比べ，少しやさしくし
てあり，初級から中級への橋渡しとなるテキスト。
各課の終わりには，「文法練習」「語句練習」「漢
字熟語練習」「応用読解練習」が復習のために付し
てある。
978-4-89358-106-8 B5 239頁
(2,800)円
978-4-89358-107-5 テープ C60×4
(5,825)円(品切れ)
'90【発行 凡人社】

『できる日本語』の学習項目を自分で整理し，復
習することができる練習帳。豊富なイラストで楽
しく学べる。『できる日本語』（アルク発行）の補
助教材として開発されたが，他の教科書を使用し
ている方にもおすすめ。
978-4-89358-801-2 初級 B5 104頁 別冊24頁
(1,000)円
978-4-89358-837-1 初中級 B5 152頁 別冊28頁
(1,000)円
'11～12【発行 凡人社】
できる日本語

総合日本語中級前期

初～初中級

中級(英)

INTERMEDIATE JAPANESE
An Integrated Course (First Semester)

わたしのことばノート

水谷信子著
中級学習者を対象とし，読む・話す・書く・聞く，
日本語の総合的能力の定着を目指す，『総合日本
語中級』の難度を少しやさしくした総合的教材。
初級の学習を終え，これから中級に入ろうという
学習者に最適。各課に「応用読解練習」をつけ読
解力養成・向上を目指した。
978-4-89358-022-1 B5 222頁
(2,600)円
978-4-89358-133-4 テープ C50×4
(5,825)円(品切れ)
'89【発行 凡人社】

総合日本語中級
中級(英)
INTERMEDIATE JAPANESE An Integrated Course

嶋田和子監修,
できる日本語教材開発プロジェクト著
『できる日本語』の学習語彙を自分で整理し，運
用力を身につける一冊。多様な練習問題で，学習
語彙を，楽しく繰り返し学べる。巻末には，豊富
なイラストと写真が付いた場面別単語集「もっと
覚えたい人のために」を掲載。工夫次第でさまざ
まな使い方ができる。本書は，話題や場面で課が
構成されているので，他の教科書を使用している
方にも使いやすくなっている。
978-4-89358-811-1 初級 B5 88頁 別冊12頁
(1,000)円
978-4-89358-848-7 初中級 B5 112頁 別冊16頁
(1,000)円
'12～13【発行 凡人社】

水谷信子著
150～300 時間を終了した中級学習者を対象とし，
読む・話す・書く・聞く，日本語の総合的能力の
定着を目指した教科書。和英完全対訳。各課，現
代の社会・文化現象をトピックとし，Main Text,
Dialogue, Grammar Notes, Structure Practice,
Discourse Practice, Kanji Compounds Practice
などから構成される。
978-4-89358-005-4 B5 256頁
(2,500)円
978-4-89358-006-1 テープ C60×4
(5,825)円(品切れ)
'87【発行 凡人社】
中～上級

大学・大学院総合日本語
櫻～さくら～
玉村文郎監修・編集
日本語学，日本語教育，その他の複合・境界領域
に関する内容を網羅。日本の大学・大学院に通う
外国人留学生が，講義・演習の内容を理解するレ
ベルの日本語運用能力を生成するのに最適。
978-4-89358-518-9 A5 130頁
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(1,200)円
'02【発行 凡人社】

自由自在に話せる

初級(中)

独学日本語Ⅰ－中国語版－
有馬俊子著
著者が半世紀にわたって，世界各国 3,000 人以上
に教えた経験の集大成となるシリーズの第Ⅰ巻。
この本の特徴は，①新出語には全てアクセント記
号がついている ②主な文には中国語訳がつく ③
文法説明は訳語文と日本語文の両方で記されてい
る ④絵を使ったたくさんの練習がある ⑤CD に
は各課の Q&A が含まれている という点にある。独
習の方に最適。
978-4-89358-602-5 B5 248頁 別冊解答24頁
CD2枚付き (2,400)円(品切れ)
'06【発行 凡人社】

自由自在に話せる

初級(中)

独学日本語Ⅱ－中国語版－

978-4-89358-671-1 中上級編 漢字・語彙練習 B5
216頁 (2,100)円
'07～10【発行 凡人社】

有馬俊子著

978-4-89358-623-0 B5 260頁 別冊解答24頁
CD1枚付き (2,400)円
'06【発行 凡人社】
自由自在に話せる

日本語コース初級

初級

文教大学留学生別科教材研究会編
978-4-89358-317-8 B5 270頁

(絶版)
'95【発売 凡人社】

日本語初歩

初級

鈴木忍,川瀬生郎著,
国際交流基金日本語国際センター編

初中～中級(中)

独学日本語Ⅲ－中国語版－
有馬俊子著
『独学日本語』シリーズ第 3 弾。第Ⅱ巻に続き 31
～50 課が収載されており，第Ⅰ巻から合わせて中
級前半程度までの学習事項を網羅できる。丁寧な
対訳説明やアクセント記号のついた語彙，絵や CD
による練習問題など工夫が凝らされている。プラ
イベートレッスンや教室授業，補習にも効果的。
978-4-89358-674-2 B5 332頁 別冊解答28頁
CD2枚付き (2,900)円
'08【発行 凡人社】

「独白文」

初中級

15 トピック（初級から中級へ）

「聞く，話す，読む，書く」を総合的に学習する
教科書。表現場面を想定して会話形式にまとめ，
これに主要な文法事項を入れてある。海外で使用
されることを想定しているので，語彙や話題が普
遍的である。
978-4-89358-045-0 A5 418頁
(絶版)
978-4-89358-082-5 語彙索引(英語版) A5 86頁
(700)円
978-4-89358-104-4 漢字練習帳1 B5 146頁
(1,000)円
978-4-89358-105-1 漢字練習帳2 B5 104頁
(1,000)円
978-4-89358-391-8 練習帳 B5 74頁
(1,000)円
978-4-89358-085-6 テープ C60×6
(6,800)円
'85～02【発行 凡人社】

藤田昌志編著

日本語初歩 改訂 文法説明
日本語表現のプロトタイプ（典型例）を「独白文」
という環境を通して提示したテキスト。初級を終
了した学習者におすすめ。初級編に「初級バリエ
ーション」がある。
(900108) B5 90頁

(1,300)円
'02【発行 凡人社】

初級

北海道大学日本語研究会編
978-4-8328-9008-4 B5 231頁

日本語第一歩

(1,800)円
'88【発行 凡人社】

初級

COMPACT JAPANESE

富田隆行著

日本語５つのとびら

初～中上級

立命館アジア太平洋大学編著
「日本語５つのとびら」は学術目的の日本語を初
歩から上級まで一貫して学べるシリーズ。留学生
を主な対象とし，全く日本語を学んだことがない
レベルから，日常会話・レポートや論文の執筆・
ディベートやプレゼンなどの複雑なレベルまで，4
技能を総合的に学習できる。編著者のウェブサイ
トで，ビデオ・聴解ファイルや指導のポイントが
使える。（http://www.apu.ac.jp/tobira/）
978-4-89358-766-4 サバイバル編 A5 200頁
(1,100)円
978-4-89358-923-1 初級編1（第3版） B5 288頁
(2,800)円
978-4-89358-916-3 初級編2（第3版） B5 288頁
(2,800)円
978-4-89358-659-9 中級編 B5 212頁 (1,900)円
978-4-89358-670-4 中級編 漢字・語彙練習 B5
208頁 (2,100)円
978-4-89358-660-5 中上級編 B5 214頁
(1,900)円

直接法による初級者のための総合テキスト。表現
意図別に分類した 20 の課は，「本文」「練習」「漢
字」(筆順付)より構成。短期間に基礎を習得した
い人に最適。イラストも豊富に盛り込んだ。「本
文」学習時間数 50 時間程度。
978-4-89358-243-0 Ⅰ A5 280頁
(1,748)円
(900005) Ⅱ A5 311頁
(1,400)円(品切れ)
(900006) Ⅰ本文・語彙英訳 81頁
(874)円(品切れ)
(900007) Ⅱ本文・語彙英訳 85頁
(874)円(品切れ)
'88【発行 凡人社】

23

総合教科書

第Ⅰ巻（1 課～16 課）に続き，17 課～30 課を収載。
「教室での授業」という枠を越えて多様化する学
習者層や学習形態に対応すべく，豊富な語彙の提
出や，絵や CD による練習問題など，工夫が凝らさ
れた初級独習用テキスト。

日本語中級Ⅰ

中級

川瀬生郎,伊藤芳照,小出慶一,才田いずみ著,
国際交流基金日本語国際センター編

総合教科書

主として海外の学生および一般成人などの学習者
を対象とした，『日本語初歩』に続く中級教材。
「聞く，話す，読む，書く」の 4 技能が段階的に
習得でき，日本語の一般的な会話能力と文章理解
に必要な基礎的能力が獲得できる。
978-4-89358-084-9 A5 211頁
(絶版)
978-4-89358-108-2 練習帳(漢字・文法) B5 78頁
(780)円
978-4-89358-102-0 テープ C45×1
(絶版)
'90～03【発行 凡人社】

日本語中級Ⅱ

中級

川瀬生郎,富田隆行,藤井美智子著,
国際交流基金日本語国際センター編
中級後期の学習者を対象とした読解教材。学習者
の興味と関心を引く，精選された文章を読解する
ことにより，日常生活に必要な読解能力とそれに
基づく表現能力を獲得することができる。
978-4-89358-330-7 A5 376頁
(絶版)
978-4-89358-331-4 テープ
C60×1，C70×1(絶版)
978-4-89358-358-1 練習帳 B5 100頁
(900)円
'96【発行 凡人社】

日本語中級Ⅰ 練習帳

中級

INTERMEDIATE JAPANESE Ⅰ

東海大学留学生教育センター編
978-4-89358-037-5 B5 204頁

(1,800)円
'84【発行 凡人社】

日本語表現文型中級

中級

寺村秀夫,筑波大学日本語教育研究会編
初級 300 時間程度の学習を終え，大学で勉強する
ために必要な総合的能力をつけるための教科書。
やさしい話しことばから書きことばへと順に本文
を提示している。日本の社会や日本の生活などに
も触れている。
(900010) Ⅰ B5 240頁
(絶版)
(900011) Ⅱ B5 228頁
(絶版)
'83【発売 凡人社】

場面でおぼえる日本語

(英)

JAPANESE LEARN THROUGH SITUATIONS

札幌にほんごの会編著,村崎恭子監修
978-4-8328-9101-2 B5 136頁
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(絶版)
'91【発売 凡人社】

学びやすい日本語

初級(英)

JAPANESE MADE POSSIBLE

竹内博子著,William Server,
Kathleen Taji 監修
400 ほどの基礎文型を理想的な順序で提示。日常
に必要な語彙 2,000 を組み込んだ 32 のストーリー
をバックに，イラストの助けを借りて，楽しく習
得できるようになっている。文型例文は English
equivalent と左右対照に置かれ，自習の手がかり
に英語の説明が付いている。本文はかな表記を用
い，Word list はアクセントマーク付。標準アク
セントによる発音練習と本文を吹きこんだカセッ
トテープがある。巻末には漢字まじり縦書き本文
を付す。
978-4-89358-028-3 Ⅰ B5 159頁
別冊付録40頁(絶版)
978-4-89358-029-0 Ⅱ B5 187頁
別冊付録47頁(絶版)
978-4-89358-285-0 Ⅰテープ C60×1
(絶版)
978-4-89358-316-1 Ⅱテープ C60×1
(絶版)
'89【発売 凡人社】

にほんご 90 日

初級

90 Days of Japanese Language

ヒューマンアカデミー教材開発室,星野恵子,
辻和子,村澤慶昭著
日本語の初級教科書シリーズ(全 3 巻)。「使いや
すく，わかりやすい」をモットーに，1 日 1 課，
90 日分で構成。語句の解説，会話ではイラストを
多用し，構文(文の形)も視覚的なチャートで表現
している。CD が本冊に添付。
978-4-89689-342-7 ① B5 206頁+別冊解答32頁
(2,500)円
978-4-89689-359-5 ② B5 216頁+別冊解答32頁
(2,500)円
978-4-89689-363-2 ③ B5 232頁+別冊解答32頁
(2,500)円
978-4-89689-355-7 ① マニュアル英語版 B5
144頁 (2,000)円
978-4-89689-364-9 ② マニュアル英語版 B5
128頁 (2,000)円
978-4-89689-365-6 ③ マニュアル英語版 B5
136頁 (2,000)円
978-4-89689-366-3 ① マニュアル中国語版 B5
144頁 (2,000)円
978-4-89689-401-1 ② マニュアル中国語版 B5
128頁 (2,000)円
978-4-89689-402-8 ③ マニュアル中国語版 B5
136頁 (2,000)円
978-4-89689-372-4 ① マニュアル韓国語版 B5
144頁 (2,000)円
978-4-89689-381-6 ② マニュアル韓国語版 B5
128頁 (2,000)円
978-4-89689-382-3 ③ マニュアル韓国語版 B5
128頁 (2,000)円
'00～02【発行 ユニコム】

にほんご 90 日 教師用 Navi
－初級文法ハンドブック
星野恵子,辻和子,村澤慶昭著

総合教科書

「にほんご 90 日」を教える際の教師用指導書にと
どまらず，日本語初級の教え方のガイドブックと
して広く利用していただけるように，初級の重要
な学習項目のポイントをまとめて取り上げて解説
している。日本語教育能力検定試験の受験勉強を
している方にも便利。
978-4-89689-399-1 B5 192頁
(2,500)円
'01【発行 ユニコム】

にほんご 90 日 漢字ノート
→p.97
'00【発行 ユニコム】
中上級(英)
Learning Language Through Literature 1

英語圏版

マンガ「坊っちゃん」

ジョーン・J・エリクソン監修,増山和恵著,
月舘蛍人マンガ
誰もが親しみやすい“マンガ”を使って名作を読
むことで，同時に日本語も学ぶことができる画期
的な教科書です。日本文学を学ぶ入門書としても
最適。
978-4-8433-3526-0 B5 240頁
(2,000)円
'11【発行 ゆまに書房】
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中～中上級(英)

中上級(日)
ビジネスパーソン・研修生向け

BJT ビジネス日本語能力テスト
模試と対策
BJT Business Japanese Proficiency Test:
Practice Test and Strategies

J プレゼンスアカデミー著
全 100 問の BJT 対策問題集。本番同様の形式と問
題数で，各問に詳しい解説付き。巻末に，社内文
書や商取引の流れなどの解説，英中韓訳付きのビ
ジネス基本語彙リスト及び例文豊富なビジネス慣
用表現集が付いている。
978-4-87217-610-0 B5 184頁 CD付き (1,700)円
'06【発行 J プレゼンスアカデミー】
【発売 アスク出版】
For newcomers 日本語入門

初級(英)(Ｒ)

NIHONGO Breakthrough

サービス日本語
－ホテルスタッフ編－
Japanese for Hotel Staff

岡部麻美子,鎭目怜子,向井あけみ著
ホテルで働く人のための日本語テキスト。ホテル
のサービスで必要なおもてなしの基本となる表現
や言葉の使い方から，すぐに仕事で使える会話ま
で短時間で無理なく学べる。付属の CD で一人でも
自然で丁寧な話し方が学べる。
978-4-89358-550-9 A5 126頁 CD1枚付き
(1,810)円
'03【発行 J プレゼンスアカデミー】
【発売 凡人社】
日本語ライブラリー

初中級

敬語コミュニケーション

From survival to communication in Japanese

J プレゼンスアカデミー編著
わずか 30 時間で，サバイバル表現のみならず必要
最低限の文法項目，同僚とのちょっとした会話ま
でを学習。ローマ字表記，英語による解説で，学
習時間の限られたビジネスパーソンに最適な日本
語コミュニケーション入門書の決定版。
978-4-87217-692-6 B5変 144頁 別冊16頁 CD付き
(1,900)円
'09【発行 J プレゼンスアカデミー】
【発売 アスク出版】

蒲谷宏編著
豊富な例題とさまざまな場面の実践演習により敬
語コミュニケーションをマスターする。〔内容〕敬
語コミュニケーションとは／敬語の体系／敬語化
から敬語コミュニケーション化／他
978-4-254-51521-3 A5 180頁
(2,500)円
'10【発行 朝倉書店】
日本語ライブラリー
プロセスで学ぶ

初中級(日)

レポート・ライティング
－アイデアから完成まで－
中～中上級(英)

細川英雄,舘岡洋子,小林ミナ編著
サービス日本語－介護スタッフ編－

介護スタッフのための声かけ表現集
JAPANESE FOR CARE WORKERS

KOEKAKE PHRASES

岡部麻美子,鎭目怜子,向井あけみ著
介護の現場でよりよい人間関係を築くために必要
な「声かけ」に焦点をあてた教材。基本の 5 大介
助(移動・食事・排泄・衣類着脱・身体清潔）を取
り上げ，そこでの声かけ表現を機能面から整理し
てある。さらに，介助の手順や介助知識も載せて
あり，現場ですぐに使えるように工夫してある。
学習者だけでなく，介護の知識のない日本語教師
が教える際にも助けになる。
978-4-89358-709-1 B5 138頁 CD付き (1,900)円
'09【発行 J プレゼンスアカデミー】
【発売 凡人社】
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学生・社会人のためのレポート・報告書作成の手
引き。ディスカッションによるレポートのブラッ
シュアップの過程を示す【体験編】，その実例を具
体的にわかりやすく解説し，理解をする【執筆編】
の二部構成。
978-4-254-51525-1 A5 200頁
(2,800)円
'11【発行 朝倉書店】
初中級(日)

入門テクニカルライティング
高橋麻奈著
「理科系」の文章はどう書けばいいのか？ ベス
トセラー・ライターがそのテクニックをやさしく
伝授。
978-4-254-10195-9 A5 176頁
(2,600)円
'05【発行 朝倉書店】

Getting Closer to Japan

初級(英)(Ｒ)

Japanese Industry
William Carter,
Translating Information Service Inc.著

978-4-87217-085-6 A5 96頁
(1,300)円
'01【発行 アスク出版】
Getting Closer to Japan

初級(英)(Ｒ)

Getting Along with the Japanese

初～中級(英)

すぐに話せる日本語
-日本人を知る
Informative and Useful Japanese Conversation:
Getting Along in Japanese

島田めぐみ,Kate Elwood 著
日本人とじっくりつきあいたい初･中級者のため
の，「心」が通じる会話の極意を紹介。知っておき
たい情報を英文で読みながら，場面別・目的別に
すぐに使える日本語が学べる。和英両方から引け
る表現索引，語彙索引付き。
978-4-87217-402-1 B5 112頁
(1,700)円
'02【発行 アスク出版】

Kate Elwood 著
日本で働く外国人のための英文実用書。日本人を
理解するためのキーワードに，いろいろな場面で
の日本人との付き合い方，冠婚葬祭などの日本の
しきたりを解説。場面別のやさしい日本語も学べ
る。
978-4-87217-065-8 A5 96頁
(1,300)円
'01【発行 アスク出版】
Getting Closer to Japan

初級(英)(Ｒ)

Working in Japan
Bruce Rutledge 著
日本で働く外国人のための英文実用書。日本の企
業で仕事をするときに外国人がとまどう様々な疑
問に答え，変わりつつある日本企業の現状につい
ても解説。東京，大阪のオフィス街簡易マップ付
き。
978-4-87217-068-7 A5 96頁
(1,300)円
'01【発行 アスク出版】
Getting Closer to Japan

初級(英)(Ｒ)

Japanese Culture

Getting Closer to Japan

初～中級(英)

すぐに話せる日本語
-日本人と働く
Informative and Useful Japanese Conversation:
Working in Japan

品田潤子,坂野貞夫,平古場志郎,
Bruce Rutledge 著
日本人と仕事をする初･中級者にすぐ役立つ，ビジ
ネス会話と人間関係の勘どころを紹介。知ってお
きたい情報を英文で読みながら，場面別・目的別
にすぐに使える日本語が学べる。和英両方から引
ける表現索引，語彙索引付き。
978-4-87217-401-4 B5 112頁
(1,700)円
'02【発行 アスク出版】
Getting Closer to Japan

初級(英)

すぐに話せる日本語
-日本で暮らす
Informative and Useful Japanese Conversation:
Living in Japan

Takei Naoki 編,Takano Makoto 訳

澁川晶,Andy D.Para 著

日本で暮らす外国人のための英文実用書。日本の
歴史，日本人の行動の背景など，日本の文化を理
解するための基本的な事柄を解説。文化に関連し
た日本語のキーワードも学べる。
978-4-87217-069-6 A5 96頁
(1,300)円
'01【発行 アスク出版】

日本での生活が始まったばかりの入門者にすぐ役
立つ，簡単会話表現と暮らしのヒントを紹介。知
っておきたい情報を英語で読みながら，場面別・
目的別にすぐに使える日本語が学べる。和英両方
から引ける表現索引，語彙索引付き。
978-4-87217-400-7 B5 112頁
(1,700)円
'02【発行 アスク出版】

Getting Closer to Japan

初級(英)(Ｒ)

Living in Japan

初～上級(英)(Ｒ)

Andy D.Para 著
日本で暮らす外国人のための英文実用書。部屋探
し，食事，買い物，交通機関の利用，週末の過ご
し方など，日本で生活するための読み物と実用情
報を提供。生活に関する日本語表現も学べる。
978-4-87217-064-1 A5 96頁
(1,300)円
'01【発行 アスク出版】

Japanese Key Expressions
for Business
高見澤孟著
日本語でビジネスをする人のための会話表現集。
The Daily Yomiuri 連載で好評を博したコラムを
単行本化。ビジネスマナー，習慣，慣用句など 100
の重要表現を英語で解説。例文は，ローマ字・漢
字かなまじり文，英語の併記。
978-4-87217-062-7 B6 216頁
(1,500)円
'97【発行 アスク出版】
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日本で働く外国人のための英文実用書。日本の産
業の全体像を理解するための基本を解説。現代日
本の産業の抱える問題，主要産業の動向を理解で
き，産業に関連する日本語のキーワードも学べる。

Getting Closer to Japan

NIHONGO EXPRESS
初級(英)(日)
Practical Conversation in Japanese Basci 1
日米会話学院 日本語研修所著

ビジネスパーソン・研修生向け

初級文法表現と実践的な会話力が身につくビジネ
スパーソン向けのテキスト。初級前半の文法 93
項目，語彙 985 語を学習。全 16 課，学習時間は約
90 時間を想定。ローマ字表記・英語訳付き。
978-4-87217-923-1 B5 320頁
(3,000)円
'14【発行 アスク出版】

NIHONGO EXPRESS
初級(英)(日)
Practical Conversation in Japanese Basic 2

初～上級(中)(日)

日本企業への就職
ビジネス会話トレーニング
岩澤みどり,寺田則子著
ビジネス場面での会話力向上を目指す。「アポイ
ント」「依頼」など 8 つの課を設け，たっぷりと会
話練習をする。また，中国語母語話者に多い誤用
を取り上げ，丁寧に解説。異文化理解のためのコ
ラムやビジネス語彙集などの付録も充実。
978-4-87217-599-8 B5 144頁 別冊解答32頁
CD付き (1,800)円
'06【発行 アスク出版】

日米会話学院 日本語研修所著
初級文法と実践的な会話力が身につくビジネスパ
ーソン向けテキスト（全 2 巻）の第 2 巻目。初級
後半の文法 95 項目を学習。全 22 課，学習時間は
約 200 時間を想定。約 11 時間の練習用音声を収録。
ローマ字表記・英語訳付き。
978-4-87217-924-8 B5 316頁 別冊 Vocablary
List 28頁 (3,200)円
'15【発行 アスク出版】
中上～上級(英)(中)(ベ)
1 日 10 分のシャドーイング！

就活・仕事のにほんご会話

改訂新版

初～上級(中)(日)

日本企業への就職
ビジネスマナーと基本のことば
岩澤みどり,海老原恭子著
ビジネスマナーやビジネス文書の書き方などをわ
かりやすく説明。中国語の全対訳付き。『日本企業
への就職ビジネスマナーと基本のことば』（97
8-4-87217-598-0）に CD を付けて全編書き下ろし
刷新した改訂新版。
978-4-87217-695-7 B5 160頁 CD付き (1,500)円
'09【発行 アスク出版】

公益社団法人 国際日本語普及協会著
就職活動編 45 会話・新入社員編 35 会話の計 80
会話を厳選。1 会話 10 分，5 ステップのシャドー
イング練習で，敬語がすらすら出てくるように。
別冊「就活・仕事で使えるフレーズ集」付。中国
語・ベトナム語訳はダウンロード対応。
978-4-87217-953-8 A5 204頁 別冊48頁
(2,200)円
'15【発行 アスク出版】
中～上級(英)(韓)(中)(日)
初級が終わったら始めよう

新・にほんご敬語トレーニング
金子広幸著
敬語学習の決定版『にほんご敬語トレーニング』
を全面改訂。18 の場面・テーマに沿った会話を中
心に，CD を使いながら，たくさんの例文・表現に
慣れていく。実社会でのコミュニケーション力を
高めるのに効果抜群の一冊。
978-4-87217-856-2 B5 208頁 CD2枚付き
(2,000)円
'14【発行 アスク出版】
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初級から始めよう

初～中上級(英)(韓)(中)(日)

にほんご会話トレーニング
小林ひとみ著
耳と口と頭をフルに使った練習を通して，会話力
の向上をめざす。より自然な表現，よりリアルな
会話の展開を再現し，レスポンス能力を高める。
そのまま使える会話フレーズ集「場面別・テーマ
別役立つ表現集」もとても便利。
978-4-87217-670-4 B5 112頁 CD付き (1,600)円
'08【発行 アスク出版】
中～上級(英)(韓)(中)(日)

日本語ビジネス文書マニュアル
奥村真希,安河内貴子著
仕事でよく使われる社内文書，社外との文書をテ
ーマ別に整理し，文書のスタイルや基本表現の習
得をめざす。豊富な文例と細かいポイント指導，
応用問題を通して，実践力がどんどん身につく。
メールの書き方も重点指導。
978-4-87217-649-0 B5判 138頁
(1,500)円
'07【発行 アスク出版】

改訂新版

仕事で使う！

上級(英)(韓)(中)(日)

ビジネス日本語用例辞典
会話中心

しごとの日本語シリーズ

しごとの日本語

初～上級(英)(中)

ビジネスマナー編

3000 例文

釜渕優子著

J プレゼンスアカデミー（旧 JAL アカデミー）著

978-4-7574-1467-9 B5 136頁

978-4-87217-639-1 A5 494頁
(2,400)円
'08【発行 アスク出版】

(2,000)円
'08【発行 アルク】

しごとの日本語シリーズ
初～中級(英)
「BJT ビジネス日本語能力テスト」入門

わかるビジネス日本語
Contemporary Business Japanese <First Step to BJT
Business Japanese Proficiency Test>

加藤清方監修,島田めぐみ,澁川晶,
小川茂夫著
BJT ビジネス日本語能力試験対策に。よく遭遇す
るビジネス会話で，「相談する」「話しかける」な
どの機能語や商習慣を学習。解説は英語。初・中
級者向け。日英対照の索引は辞書としても役立つ。
CD 付き。
978-4-87217-681-0 B5 152頁 CD付き (1,500)円
'01【発行 アスク出版】

しごとの日本語

中級(英)

IT 業務編

JAPANESE FOR BUSINESS
FOR THE INFORMATION TECHNOLOGY INDUSTRY

村上吉文著
日本語学習を必要とする IT エンジニアのための
実践的テキスト。就職活動から，現場でチームの
一員として活躍し，仕様書を読めるようになるま
でのストーリーを追いながら，場面ごとに必要な
日本語を身に付けていきます。
978-4-7574-1477-8 B5 127頁 CD1枚付き
(2,400)円
'08【発行 アルク】
しごとの日本語シリーズ

しごとの日本語

中級(英)(韓)(中)

電話応対基礎編

初級(英)(韓)(中)
モジュール形式・3 ヵ国語語彙対応

マンガでわかる実用敬語 初級編
釜渕優子著
敬語を機能・場面別に 4 コママンガでわかりやす
く紹介。また「話せる」，「意味がわかる」の二つ
に分けて学習していくので，敬語に苦手意識を持
っている方でも無理なく学習が進められます。
978-4-7574-1633-8 B5 167頁

(2,000)円
'09【発行 アルク】

[Revised Version]

奥村真希,釜渕優子著
「しごとの日本語」シリーズは，急増するビジネ
ス現場の要請に応える，これまでになかったテキ
ストです。「電話応対基礎編」は，日系企業で必要
な電話応対のマナーや，頻出の語彙・フレーズを
マスターできます。
978-4-7574-1331-3 B5 157頁 CD１枚付き
(2,200)円
'08【発行 アルク】

初級(英)

CRASH COURSE JAPANESE FOR BUSINESS

しごとの日本語シリーズ

新装版

しごとの日本語

ビジネス日本語速習コース

中級(英)(韓)(中)

メールの書き方編

清ルミ著

奥村真希,釜渕優子著

日本語の勉強を始めたばかりで，忙しくて十分な
学習時間がとれない方向けの，40 時間でできる日
本語学習書です。初級文法を使い，最小のフレー
ズでビジネス場面における，適切な日本語表現を
習得することができます。

ビジネスで必要な日本語でのメールの書き方の基
本を，効率よくマスターできるテキストです。ま
た，実際に必要になりそうなメール例を定型書式
として掲載していますので，仕事中に必要になっ
たらすぐに参照できます。

978-4-7574-1318-4 B5 170頁
別冊ティーチャーズガイド21頁 CD1枚付き
(2,400)円
'07【発行 アルク】

978-4-7574-1368-9 B5 138頁

(2,000)円
'08【発行 アルク】

29

ビジネスパーソン・研修生向け

職場で働く上での必須 2220 語彙を取り上げ，よく
耳にする実際の使い方を，口語を中心にした豊富
な例文で紹介。熟語や派生語の紹介もあり，語彙
を関連づけながら覚えられる。英語・中国語・韓
国語訳付き。

日本や日系企業で働くとき，知らないうちに損を
したり，日本人からの印象が悪くなったりしない
よう，日本のビジネスマナーを紹介する本書。英
語・中国語対応で，最低限の日本のビジネスマナ
ーが身に付きます。

アルクの日本語テキスト

中～上級

新装版 実用ビジネス日本語
PRACTICAL BUSINESS JAPANESE

TOP ランゲージ著
ビジネスパーソン・研修生向け

日本のビジネス社会で必要な言い回しを身につけ
られるよう「あいさつ」「電話の応対」「注文する」
「意見陳述」等，実際に発生する状況をカバーし
てある。日本のビジネス社会で活躍するための
中・上級者向け教科書。
978-4-7574-1061-9 B5 208頁 CD2枚付き
(2,800)円
'06【発行 アルク】

始めよう！ 外国人のための介護福
祉士国家試験対策
一般社団法人 国際交流＆日本語支援 Y 編著
外国人である候補者にとって，日本の社会制度は
理解が難しい。本書は次に続く国家試験学習に順
調に移行できるように，制度を中心に日本の社会
事情などをストーリー化し，イメージできるよう
にした。併せて日本語の語彙学習もできるように
言葉と意味のリストを付け，各章末の練習問題も
日本語と介護の問題を掲載してある。
A5 129頁
(2,600)円
'15【発行 一般社団法人 国際交流＆日本語支援 Y】

中上～上級(日)

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Ⅱ「介護」
一般社団法人 国際交流＆日本語支援 Y 編著
介護福祉士国家試験受験のための学習教材。日本
人向けの教材を外国人にも理解しやすいように，
易しい日本語で書き直し，まとめたもの。欄外に
も言葉の説明・カタカナ語の英訳を載せて理解し
やすくなっている。
1 A4 144頁
(2,200)円
2 A4 237頁
(2,600)円
'11【発行 一般社団法人 国際交流＆日本語支援 Y】
中上～上級(日)

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Ⅲ「こころとか
らだのしくみ」
一般社団法人 国際交流＆日本語支援 Y 編著
介護福祉士国家試験受験のための学習教材。日本
人向けの教材を外国人にも理解しやすいように，
易しい日本語で書き直し，まとめたもの。欄外に
も言葉の説明・カタカナ語の英訳を載せて理解し
やすくなっている。
A4 255頁
(2,600)円
'11【発行 一般社団法人 国際交流＆日本語支援 Y】

中級(英)
初中～上級(イ)(英)(日)

ビジネスマンのための実戦日本語
Japanese for Professionals

公益社団法人 国際日本語普及協会著
ビジネスの場で日本語を使う外国人のための，総
合的なコース構成のテキストブック。リアルな場
面設定と実用的な会話例をあげ，165 の重要表現
を機能別に分類し，ビジネスに役立つ日本の習慣
を解説した。 ※日本円の価格はご購入時のレー
トによって変動します。
978-1-56836-460-5 B5 256頁 $30.95
'98【発行 講談社 USA】
中上～上級(日)

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「人間と社会」

介護の言葉と漢字
介護福祉士国家試験対策
ウォーミングアップ
一般社団法人 国際交流＆日本語支援 Y 編著
国家試験頻出のハンドブックで扱っていない漢字
と語彙，問題文の文法や難しい漢字語彙の捉え方，
難解な法律文を易しく書き直したものなど国家試
験対策の学習に取り組む準備のためのハンドブッ
ク。
英語／インドネシア語版 A5 194頁
(2,200)円
英語／ベトナム語版 A5 194頁
(2,200)円
'10【発行 一般社団法人 国際交流＆日本語支援 Y】
初～上級(日)

一般社団法人 国際交流＆日本語支援 Y 編著
介護福祉士国家試験受験のための学習教材。日本
人向けの教材を外国人にも理解しやすいように，
易しい日本語で書き直し，まとめたもの。欄外に
も言葉の説明・カタカナ語の英訳を載せて理解し
やすくなっている。
A4 155頁
(2,200)円
'11【発行 一般社団法人 国際交流＆日本語支援 Y】

30

介護の言葉と漢字
介護福祉士国家試験対策
段階別事例問題読解
一般社団法人 国際交流＆日本語支援 Y 編著
介護福祉士国家試験で出題された「事例問題」を
初級・中級・上級のレベルに書き直し，読解練習
できるように問題を付けた。音読速読練習にも使
え，介護専門の知識を付けることにも役立つ。
A4 125頁
(2,300)円
'10【発行 一般社団法人 国際交流＆日本語支援 Y】

初～上級(イ)(英)(日)(ベ)

介護の言葉と漢字ハンドブック
一般社団法人 国際交流＆日本語支援 Y 編著

初級(イ)(英)(ス)(日)(ベ)(ポ)

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
英語・インドネシア語・ポルトガル語・スペイン語・
ベトナム語訳付

一般社団法人 国際交流＆日本語支援 Y 編著,
（社）国際厚生事業団編集協力
基本漢字 300 字と介護現場で使う基本漢字からな
る言葉の練習。外国人が苦手とするカタカナ語の
練習 CD つきで，漢字仮名交じり文のディクテーシ
ョン練習ができる。「介護の言葉と漢字ワークブ
ック」の前段階のもので，基礎漢字の復習的位置
づけ。

初級

じっせんにほんご －技術研修編－
指導員用参考書
国際研修協力機構監修,
公益社団法人 国際日本語普及協会著
『あたらしいじっせんにほんご』との対照表が付
いており，指導の参考として活用できる。
978-4-906096-09-1 指導員用参考書 B5 86頁
(971)円
'07【発行 公益社団法人 国際日本語普及協会】
中～上級

ビジネスコミュニケーションのため
のケース学習
職場のダイバーシティで学び合う【解説編】

A4 161頁
(1,800)円
'09【発行 一般社団法人 国際交流＆日本語支援 Y】

近藤彩編著,金孝卿,池田玲子著

初～上級(日)

一般社団法人 国際交流＆日本語支援 Y 編著

表現や文型ではなく，仕事の現場で必要とされる
能力（問題発見解決能力や課題達成能力，異文化
調整能力）の育成をめざす｢ケース学習｣を提案す
るテキストの【解説編】。「ケース学習」の理念を
説明し，実際の授業例を示す。

ハンドブック準拠のワークブック。漢字と言葉の
練習，確認問題，応用問題，総合問題を掲載。

978-4-904595-28-2 A5 128頁
(1,600)円
'15【発行 ココ出版】

介護の言葉と漢字ワークブック

A4 156頁
(1,800)円
'09【発行 一般社団法人 国際交流＆日本語支援 Y】

ビジネスコミュニケーションの
ためのケース学習

初級
職場のダイバーシティで学び合う【教材編】

あたらしい じっせんにほんご
技能実習編
国際研修協力機構監修,
公益社団法人 国際日本語普及協会著
職場の安全を重視，指示理解や円滑なコミュニケ
ーションが短期に体得できる。多職種や女性研修
員に配慮。会話にはレベルアップ編を設けている。
漢字仮名交じり総ルビ表記。巻末に絵入り分類語
彙表がある。著者サイトから各課絵カードもダウ
ンロード可能。

近藤彩,金孝卿,ムグダ・ヤルディー,
福永由佳,池田玲子著
現実に起きた事例の解決策を，学習者同士で議論
しながら導き出していく「ケース学習」のテキス
ト。日本語の表現や文型ではなく，仕事の現場で
必要とされる問題発見解決，課題達成，異文化調
整の能力の育成を目指す。
978-4-904595-37-4 B5 122頁
(1,600)円
'13【発行 ココ出版】

978-4-906096-20-6 B5 222頁
(1,800)円
978-4-906096-27-5 かなワークブック B5 66頁
(500)円
978-4-906096-28-2 れんしゅうちょう B5 174頁
(1,500)円
978-4-906096-21-3 別冊中国語版 B5 118頁
(1,500)円
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介護現場で多く使われる 429 漢字，2,200 語彙を
掲載。4 種類の索引から漢字，語彙の検索ができ，
辞書としても使える。
インドネシア語版 A5 342頁
(2,600)円
英語版 A5 342頁
(2,600)円
ベトナム語版 A5 342頁
(2,600)円
スペイン語版 A5 342頁
(2,600)円
'10【発行 一般社団法人 国際交流＆日本語支援 Y】

978-4-906096-23-7 別冊英語版 B5 107頁
(1,500)円
978-4-906096-24-4 別冊インドネシア語版 B5
108頁 (1,500)円
978-4-906096-26-8 別冊ベトナム語版 B5 108頁
(1,500)円
978-4-906096-25-1 文法入門 中国語版 B5 42頁
(500)円
978-4-906096-22-0 CD 1枚
(2,200)円
'01～14【発行 公益社団法人 国際日本語普及協会】

中上級(韓)

実践で使えるビジネス日本語
현장에서 바로 통하는 비즈니스 일본어

溝渕隆生,野原博著

ビジネスパーソン・研修生向け

会話編･敬語編･文書編に分け，これ 1 冊でビジネ
スに必要な日本語をマスターできる。ビジネスの
場で一番必要なメール文例を数多く掲載。コラム
を通じて日本文化やマナーも紹介。
978-89-402-9066-8 B5 136頁
(2,300)円
'12【発行 時事日本語社】

「聴く・読む・話す・書く」の四技能が総合的に
伸ばせる。
978-4-7890-1625-4 B5 208頁 CD-ROM(MP3)
別冊32頁 (2,600)円
'15【発行 ジャパンタイムズ】
(英)(中)(日)

日・英・中 ビジネスレター・E メー
ルハンドブック
English・Japanese・Chinese Business Letters &
E-mail Handbook

初級(英)(Ｒ)

Basic Japanese for Expats
まるごとビジネス日本語初級

大手町ランゲージグループ著
英語話者のビジネスピープル向け初級教材。来日
後，すぐに使えるように「聞く・話す」を中心に，
頻度や有用性を重視したファンクショナルなシラ
バスを採用。学習時間に制限がある忙しいビジネ
スピープルに最適。
978-4-7890-1334-5 Book1 B5 208頁 CD1枚付き
(2,600)円
978-4-7890-1408-3 Book2 B5 228頁 CD1枚付き
(2,600)円
978-4-7890-1514-1 Book3 B5 224頁 CD1枚付き
(2,600)円
'09～12【発行 ジャパンタイムズ】
初～中級(英)(韓)(中)

CATCHY JAPANESE PHRASES

田中則明,キア・シェリーン,郝麗敏著
ビジネスパーソンが，日，英，中のビジネスレタ
ーをスピーディーに書くための手引書。「田中式
レター作成法」により，三ヶ国語間変換自在。ま
た，日，英，中のビジネスレターのテキストとし
ても最適。
978-4-901278-11-9 B5 162頁
(1,400)円
'06【発行 心弦社】

日本語の達人－仕事上の会話

上級

田中則明著
BJT ビジネス日本語能力テスト 530 点以上をめざ
す人向け。日本企業で使われる生きたビジネス日
本語を学ぶ本格的テキスト。CD 付。「テキストと
して使うためのポイント」付。
978-4-901278-00-3 B5 172頁 別冊付録19頁
(1,500)円
'00【発行 心弦社】

日本語丸暗記帳
初～上級(英)(中)

大手町ランゲージグループ著

ビジネス日本語会話 商談・取引編
初級後半から中級学習者のための簡単で覚えやす
いフレーズブック。オフィスや仲間同士で頻繁に
使う日常表現を，「あいさつ」「ビジネス」など場
面ごとに紹介。中国語訳と韓国語訳もついている
のでアジア圏でも使える。
978-4-7890-1135-8 Ⅰ 新書 152頁
(1,400)円(品切れ)
978-4-7890-1191-4 Ⅱ 新書 160頁
(1,400)円(品切れ)
'03～05【発行 ジャパンタイムズ】

田中則明著
「アポイント」から「クレーム」まで。様々な商
談場面における売り手と書い手の対話 100 例を収
録。生きたビジネス日本語会話と日本流ビジネス
が同時に学べる。CD 付。
978-4-901278-10-2 A5 226頁
(2,000)円
'06【発行 心弦社】
中～上級(英)(韓)(中)

ビジネス日本語慣用表現 200+50
中級(英)(韓)(中)(日)

田中則明著

ビジネス日本語
オール・イン・ワン問題集
聴く・読む・話す・書く
Business Japanese: All-in-One Practical
Exercises for Listening, Reading, Speaking and
Writing

小野塚若菜,篠﨑佳子,島恭子,吉沢由香里著
会議，出張，営業，商品企画，顧客満足度調査を
はじめ，日本のビジネスシーンで必ず出会う 19
のテーマをピックアップ。上司や同僚，取引先と
の会話や文書・メールのやりとりなどを扱った「読
解」「聴解」「聴読解」問題と関連タスクを通して，
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BJT ビジネス日本語能力テスト受験者向け。ビジ
ネス日本語の「慣用表現（言い回し，慣用句，諺，
俗語，四字熟語など）」を学ぶためのテキスト。CD
付。
978-4-901278-06-5 B5 140頁
(2,000)円
'05【発行 心弦社】

初中級(英)

初級(英)(中)(日)

ビジネス日本語基本単語 360

新装版 ビジネスのための日本語

田中則明著
ビジネス日本語の中でも最も基本的な単語を学ぶ
ためのテキスト。英訳，中訳付。CD 付。
(1,300)円
'05【発行 心弦社】

中～上級(英)(韓)(中)
BJT ビジネス日本語能力テスト

BJT ビジネス日本語能力テスト
読解実力養成問題集

978-4-88319-401-8 B5 145頁 別冊56頁
CD1枚付き (2,800)円
'06【発行 スリーエーネットワーク】
初中級(英)(韓)(中)

宮崎道子監修,瀬川由美著
BJT ビジネス日本語能力テスト（JLRT）の対策問
題集。JLRT の第 3 部「読解」の攻略を目的とする。
問題を通じて社内外のビジネス文書やメール，記
事に慣れることにより，ビジネス日本語のスキル
向上にも役立つ。
978-4-88319-422-3 B5 113頁
(1,200)円
'07【発行 スリーエーネットワーク】
中～上級(英)(韓)(中)
BJT ビジネス日本語能力テスト

BJT ビジネス日本語能力テスト
聴解・聴読解実力養成問題集

にほんごで働く！
ビジネス日本語 30 時間
宮崎道子,郷司幸子著
仕事上のちょっとしたやりとりを日本語で行いた
いと考えるビジネスパーソンのための会話テキス
ト。談話，会話を軸に実用的な表現を機能別に学
ぶ。約 30 時間で場面に合う表現や日本のビジネス
マナーの基本が学べる。
978-4-88319-490-2 B5 151頁 別冊20頁
CD1枚付き (2,500)円
'09【発行 スリーエーネットワーク】

宮崎道子監修,瀬川由美,北村貞幸,
植松真由美著
BJT ビジネス日本語能力テスト（JLRT）の対策問
題集。JLRT の第 1 部「聴解」と第 2 部「聴解読解
複合」の攻略を目的とし，試験の出題傾向を踏ま
えた問題を多く練習できる。敬語リストや重要ビ
ジネス用語表現集付き。
978-4-88319-421-6 B5 217頁 別冊33頁
CD2枚付き (2,500)円
'07【発行 スリーエーネットワーク】

新装版 商談のための日本語

中級(英)
人を動かす！ 実戦ビジネス日本語会話

人を動かす！
実戦ビジネス日本語会話 中級 1
一般財団法人 国際教育振興会 日米会話学院
日本語研修所著
「ビジネス場面で実際に運用できる会話力」を身
に付けることを目標にしたテキスト。各課「本文
会話」「表現」「談話練習 1」「談話練習 2」の構成
で，徹底した会話練習を行い，スムーズなやり取
りができるようになることを目指す。

中級(英)

米田隆介,藤井和子,重野美枝,池田広子著
中級レベルから学べるビジネス会話テキスト。機
能表現を含んだ短い会話，聴解中心の場面把握問
題，ロールプレイ，実際の場面を想定した発表形
式の練習で構成。日本人とのより円滑な交渉を実
現する一冊。
978-4-88319-402-5 B5 111頁 別冊56頁
CD1枚付き (2,800)円
'06【発行 スリーエーネットワーク】

978-4-88319-742-2 B5 109頁 CD1枚付き
(2,400)円
'16【発行 スリーエーネットワーク】

中～中上級(英)
人を動かす！ 実戦ビジネス日本語会話

人を動かす！
実戦ビジネス日本語会話 中級 2
一般財団法人 国際教育振興会 日米会話学院
日本語研修所著
シリーズの『中級 1』同様に各課は「本文会話」「表
現」「談話練習 1」「談話練習 2」で構成。徹底した
会話練習で，スムーズなやり取りとビジネス場面
に応じた会話の運び方を身に付ける。
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978-4-901278-09-6 A5 128頁

米田隆介,藤井和子,重野美枝,池田広子著
各課は STAGE1 から STAGE4 のセクションからなり，
基本となる機能表現から実践的な会話までを段階
的に学べ，表現は社内と社外で使うものを分けて
練習するようになっている。語彙や指示語には英
語訳付き。

978-4-88319-756-9 B5 111頁 CD1枚付き
(2,400)円
'17【発行 スリーエーネットワーク】
人を動かす！ 実戦ビジネス日本語会話

上級

ビジネスパーソン・研修生向け

人を動かす！
実戦ビジネス日本語会話

即戦力として活躍できる人材を育成することを基
本コンセプトとして製作されたビジネス日本語教
材。
978-4-89358-578-3 B5 198頁
(1,800)円
'04【発行 日本映像教育社】
【発売 凡人社】
オフィスで使える！マナーも身につく！

宮崎道子監修,瀬川由美,紙谷幸子,
北村貞幸著
日本語上級レベルの学習者が対象。特にコミュニ
ケーション能力が必要とされる，「アポイントメ
ント，交渉，苦情対応，トラブル処理，謝絶，イ
ンタビュー・取材，議論，プレゼンテーション」
などの場面において習得が求められる表現とスキ
ルを学習。ロールプレイ練習などを通して，ビジ
ネスで通用する日本語会話力を身に付けられる。
978-4-88319-470-4 B5 192頁 別冊47頁
CD1枚付き (2,800)円
'08【発行 スリーエーネットワーク】
上級

タスクで学ぶ日本語ビジネスメー
ル・ビジネス文書

ビジネス日本語テキスト②
新入社員編
Japanese Language For Business

日本映像教育社編著
日本語学習者にとって障壁となっているビジネス
会話をはじめ，ビジネスマナー，日本独特の考え
方・習慣等を分かりやすく表現することで，ビジ
ネス現場ですぐに役立つ会話を身につけてもらい，
即戦力として活躍できる人材を育成することを基
本コンセプトとして製作されたビジネス日本語教
材。
978-4-89358-579-0 B5 232頁
(1,800)円
'04【発行 日本映像教育社】
【発売 凡人社】
上級(英)

適切にメッセージを伝える力の養成をめざして

村野節子,向山陽子,山辺真理子著
日本企業や海外の日系企業に就職を希望する留学
生が対象。ビジネスメール・ビジネス文書の書き
方を学ぶテキスト。「自ら考えて書く」能力を養成
し，実務経験のない新人社員の実社会へのソフト
ランディングを助ける。
978-4-88319-699-9 B5 90頁 別冊41頁 (1,400)円
'14【発行 スリーエーネットワーク】
上級

ロールプレイで学ぶビジネス日本語
グローバル企業でのキャリア構築をめざして

村野節子,山辺真理子,向山陽子著
日本・日系企業で活躍したい人を対象とした全 15
課の教材。ロールプレイの手法を取り入れ，ビジ
ネス現場の実務に生かせる日本語会話と基本的な
仕事の流れを学び，異文化を理解して適切に対処
していく力を養う。
978-4-88319-595-4 B5 164頁 別冊12頁
CD1枚付き (2,000)円
'12【発行 スリーエーネットワーク】
オフィスで使える！マナーも身につく！

ビジネス日本語テキスト①
内定者編
Japanese Language For Business

日本映像教育社編著
日本語学習者にとって障壁となっているビジネス
会話をはじめ,ビジネスマナー,日本独特の考え
方･習慣等を分かりやすく表現することで,ビジネ
ス現場ですぐに役立つ会話を身につけてもらい,
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オフィスで使うビジネス日本語
2300
825 文例付
A GUIDE TO ESSENTIAL BUSINESS JAPANESE 825
SITUATIONS

森野豊作著
中級日本語をマスターした学習者に対し，生産流
通，金融，政治経済，貿易，会計など 12 章から成
る専門分野の語彙 2,300 語とその表現を 825 場面
にて例示する。外国人ビジネスマンはもとより，
ビジネスを教える教師にも最適。
978-4-89358-216-4 A5 294頁 (1,845)円(品切れ)
'93【発売 凡人社】
(英)

外国人のための看護・介護用語集
日本語でケアナビ 英語版
Japanese-English WORDBOOK for CARE WORKERS
NIHONGO de CARE-NAVI

国際交流基金関西国際センター著
日本の看護・介護の現場で働く外国人のためのウ
ェブサイト「日本語でケアナビ」がポケットサイ
ズの用語集に。場面から・英語から・日本語から
の 3 パターンで語彙と表現を調べることができる。
専門用語はもちろん，現場で役立つ患者・利用者
への声かけや同僚との会話なども，豊富なイラス
トとともに収録している。コラム付き。現場で外
国人に関わる日本人スタッフにもおすすめ。
978-4-89358-694-0 新書 252頁
(2,100)円
'09【発行 凡人社】

専門日本語入門

978-4-89358-771-8 B5 132頁

(2,600)円
'11【発行 凡人社】

場面から学ぶ介護の日本語【本冊】
海外産業人材育成協会（AOTS）編著
中～上級

中上級 日本語ディベート教材
～ビジネスを中心に～

須見恵二著
35 年間ビジネス社会で仕事をしてきた著者がそ
の経験を生かし，ビジネスマンが直面する 17 の場
面を取り上げる。ビジネス社会で実際に必要な知
識をテーマにしており,学習者が強い意欲をもっ
て学ぶことができる。
978-4-89358-530-1 B5 245頁 (1,900)円(品切れ)
'03【発売 凡人社】

専門日本語入門

場面から学ぶ介護の日本語
【教師用手引き】
海外産業人材育成協会（AOTS）編著
『専門日本語入門 場面から学ぶ介護の日本語【本
冊】』の教師用の手引書。教材のコンセプトが最大
限活かせるように Part1 と Part2 の 2 部構成にな
っている。Part1 は授業の進め方や留意点などを
記載し，Part2 には課ごとの教え方のヒントが記
載されている。絵教材が付属の CD-ROM に収録され
ていて便利。（（旧）海外技術者研修協会（AOTS）
編著）
978-4-89358-769-5 B5 136頁
絵カードCD-ROM付き (3,300)円
'11【発行 凡人社】
専門日本語入門

場面から学ぶ看護の日本語【本冊】

初級

日本語でビジネス会話
－初級編：生活とビジネス－
日米会話学院編
日本語を初歩から勉強したいと考えているビジネ
スマンをはじめとする成人を対象とした初級テキ
スト。文法項目を習得しながら，その項目がどん
な状況・場面で使われているのかが理解できるよ
うにしてある(学習時間 300 時間)。
978-4-89358-131-0 本文冊 B5 236頁
(2,430)円(品切れ)
978-4-89358-194-5 英訳・文法概説冊 B5 122頁
(1,456)円
978-4-89358-044-3 本文会話テープ C60×2
(2,900)円(品切れ)
978-4-89358-434-2 練習冊 1 B5 122頁
(1,800)円
(900120) 練習冊 2 B5
(1,800)円
'89～91【発売 凡人社】

海外産業人材育成協会（AOTS）編著
中級を修了した学習者が，看護師として直面する
であろう 20 の事例を通して，看護の日本語の基礎
を学ぶ教材。翻訳やことば，漢字などの補助教材
は凡人社のウェブサイトから無料でダウンロード
することができる。なお，本書は凡人社の店頭だ
けで販売していた『専門日本語入門』シリーズを
見やすくレイアウトし直し，CD 付きにしたもの。
（（旧）海外技術者研修協会（AOTS）編著）
978-4-89358-770-1 B5 236頁 別冊24頁 CD付き
(2,600)円
'11【発行 凡人社】
専門日本語入門

中級

日本語でビジネス会話－中級編－
日米会話学院編
「談話型」の設定による画期的な中級会話テキス
ト。依頼・断り・あいさつ・電話など，ビジネス
マンのためのより自然でよりコミュニカティブな
話し方を，さまざまな方向からアプローチ。
978-4-89358-076-4 セット
（本文冊，練習冊，英訳語彙冊） B5 (5,000)円
978-4-89358-135-8 テープ C40×1, C45×1
(2,800)円(品切れ)
'87【発売 凡人社】

場面から学ぶ看護の日本語
【教師用手引き】
海外産業人材育成協会（AOTS）編著
『専門日本語入門 場面から学ぶ看護の日本語【本
冊】』を使った授業の進め方や留意点について，課
ごとに詳しく説明した一冊。『本冊』とあわせて教
師が本書を参照することで，具体的に授業のイメ
ージをつかむことができる。（（旧）海外技術者研
修協会（AOTS）編著）
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中級を修了した学習者が介護の入門的な語彙表現
や運用能力を習得することを目的とした教材。翻
訳やことば，漢字などの補助教材は凡人社のウェ
ブサイトから無料でダウンロードすることができ
る。なお，本書は凡人社の店頭だけで販売してい
た『専門日本語入門シリーズ』を見やすくレイア
ウトし直し，CD2 枚付きにしたもの。（（旧）海外
技術者研修協会（AOTS）編著）
978-4-89358-768-8 B5 216頁 別冊32頁
CD2枚付き (3,300)円
'11【発行 凡人社】

中～上級(英)

ビジネス情報の見方･読み方
KIT 教材開発グループ編
ビジネスパーソン・研修生向け

ビジネスを通じて日本にやって来て，日本語を学
んでいる中級程度の外国人にぜひ使ってもらいた
いテキスト。談話中心になっており，ビジネス会
話の実践力がより高まるよう工夫されている。姉
妹編に『ビジネス用語集』がある。
(2,136)円(品切れ)
'90【発売 凡人社】
中級

ビジネス情報の見方･読み方 基礎編
KIT 教材開発グループ編
初級 300 時間程度の日本語を習得し，今の日本社
会を自分の目で理解し,さらに日本人とのコミュ
ニケーションを望む学習者のためのテキスト。478
漢字からなる重要語彙，それらの重要語彙を使っ
た短文,短文を発展させた記事の順に構成されて
いる。
978-4-906336-06-7 B5 110頁

(1,800)円
'03【発売 凡人社】
中～上級(英)

ビジネス情報の見方･読み方 応用編
KIT 教材開発グループ編
同基礎編よりさらに高度な内容の把握と実力アッ
プが目的となる。最近の新聞記事から選んだビジ
ネス関連情報を「読み教材」として整理し，重要
語彙の英語訳と例文がついている。新聞記事の見
出しやリードでよく使われる慣用表現と短文は例
文つきで紹介されており，常識として知っている
と便利な経済用語集も収載。オフィスで日常使わ
れる慣用的な言い回しも紹介されている。
978-4-906336-07-4 B5 138頁

(2,000)円
'05【発売 凡人社】
中～上級(英)

ビジネス用語集 （改訂版）
JAPANESE BUSINESS VOCABULARY

KIT 教材開発グループ編
外国から日本に来ているビジネスマンのニーズに
あった基本用語約 2,500 語に英訳を付け，英語か
らも日本語を引き出せるようになっている。巻末
の「言い回し便利帳」には簡単な言い回しを収め，
全用語にふりがな，ローマ字が付けられている。
改訂版発行にあたり，用語を見直し，今日の経済，
ビジネスに関連して使われる語彙を新たに加えた。
978-4-906336-10-4 A5 188頁
(2,000)円
'09【発売 凡人社】
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初中級(英)(中)

松本節子,長友恵美子,佐久間良子著

HOW TO READ ABOUT BUSINESS IN JAPANESE

(990132) B5 129頁

ビジネス日本語 Drills

ビジネス日本語，マナーを身につけた方の学習書。
わかりやすい図解説明で，オールラウンドのビジ
ネスシーンをカバーします。漢字も自然にマスタ
ーでき，英語，中国語訳付き。
978-4-89689-461-5 A5 252頁 CD１枚付き36分
(2,800)円
'07【発行 ユニコム】

短期滞在者向け
初～中級(英)

Quick Access to Everyday Phrases

Coming to Japan

東後勝明,元橋富士子著

Simple Japanese Words & Phrasese

アスク出版編
日常生活でよく耳にする「シンプル」で「ホント」
の表現を集めたフレーズ集。サバイバル場面やコ
ミュニケーション場面で使用するフレーズのほか
に，レシートの読み方，数字のハンドサイン，温
泉の入り方など，日本滞在で役に立つ表現を満載。
978-4-86639-077-2 新書判 152頁
(1,100)円
'17【発行 アスク出版】

日常場面で必要なフレーズがすぐに探せてすぐに
言える，外国人のための日本語表現集。初級レベ
ルの主要文型に沿って豊富な文例を収録。既習文
型の使い方を一覧できるハンディな会話辞典とし
ても活用できる。
978-4-7890-0716-0 新書 176頁
(1,000)円(品切れ)
'93【発行 ジャパンタイムズ】
初級(英)(韓)(中)(Ｒ)

NIHONGO ACTIVE TALK
初級(英)(日)
The First Japanese Textbook for Beginners

こんにちは、にほんご！
すぐに使える暮らしのかんたん表現
Konnichiwa, Nihongo!

上原由美子,菊池民子著
てくてく日本語教師会著
ビギナー向けに作られた，会話中心の総合教科書。
初対面から帰国まで，短期留学生が出合う場面を
軸に 6 つのユニットで構成。厳選された文法と語
彙を使って，日本人とのセッションを通して会話
力を伸ばす。あいづちや聞き返しなど，会話のコ
ツも満載。
978-4-87217-915-6 B5 112頁
別冊語彙リスト20頁 CD付き (1,700)円
'14【発行 アスク出版】

単語を入れ替えることでさまざまな文が話せるよ
うになる入門者向けフレーズ集。日常生活でよく
使われる単語・表現を精選し，イラストでわかり
やすく提示。初めて日本語に取り組む学習者でも
すぐに使える便利な本。
978-4-7890-1370-3 A5変 160頁
(1,300)円
'09【発行 ジャパンタイムズ】
初級(英)(ベ)(Ｒ)

NIHONGO FUN & EASY
Survival Japanese Conversation for Beginners
→p.73
'09【発行 アスク出版】

初級(韓)

必要なときに通じる旅行日本語
필요할 때 통하는 여행 일본어

夫伯,チャン・ハンビョル著
日本旅行・滞在で使える，簡単で実践的な基本日
本語フレーズ集。日本語を知らない人や初級者に
も役立つようにハングルで発音併記。ページごと
に QR コードがあり，ネーティブの発音をすぐに確
認できる。
978-89-402-9202-0 127×188mm 252頁 (2,200)円
'2017【発行 時事日本語社】

こんにちは、にほんご！
〈ベトナム語版〉
Konnichiwa, Nihongo!

Bản dịch tiếng Việt

てくてく日本語教師会著
日本語に初めて触れる入門者向けのフレーズ集
『こんにちは，にほんご！』のベトナム語版。日
本での日常生活でよく使われる単語・表現を精選
し，イラスト付きでわかりやすく提示。日本に着
いた日からすぐに役立つ１冊。
978-4-7890-1565-3 A5変 160頁
(1,300)円
'14【発行 ジャパンタイムズ】

WEEKLY J

BOOK1

初中級(英)

日本語で話す６週間

加藤早苗監修,秋山信子,坂本舞著
短期プログラムの学習者に最適な一冊。「伝えた
いこと」をもとに，そのために必要な文型・表現・
語彙を学習者自身が考え，選びながら，学んでい
く。book1 は，初級後半～中級前半を対象に，で
きるようになることを明確にした 30 のユニット
で構成され，どこからでも学ぶことができる。初
級の学び直し教材，地域日本語教室での活動の素
材としても活用できる。イラストが豊富で，楽し
く学べるテキスト。対訳付き語彙リストと教師用
資料が凡人社ウェブサイトから無料でダウンロー
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POCKET JAPANESE
初級

ドできる。
978-4-89358-815-9 B5 154頁 CD2枚付き
(2,000)円
'12【発行 凡人社】

WEEKLY J for Starters1

初級(英)

短期滞在者向け

Dive into Japanese

加藤早苗監修,秋山信子,坂本舞著
「伝えたいこと」をもとに，文型・表現・語彙を
学ぶ教科書。初級前半レベルの動詞，形容詞，助
詞，数字などをまとめたプレセッションと，15 の
ユニットで構成。音声と語彙リストはウェブサイ
トからダウンロード。
978-4-89358-881-4 B5 176頁

(2,000)円
'15【発行 凡人社】
初～中級(英)

日本語ドキドキ体験交流活動集
Japanese through Real Activities

国際交流基金関西国際センター著
短期で日本に滞在する留学生や語学研修生が，現
実にぶつかり試行錯誤する中で日本語を伸ばして
いくための，体験交流の場を設定したテキスト。
学習者が教室の外に出て，あるいは外にあるリソ
ースを活用しながら学習するための活動例を紹介。
さらに活動を成功に導くために必要な教師用ノウ
ハウも盛り込まれている。付属 CD に音声と各活動
の準備に使用できるガイド用資料（PowerPoint®
ファイル）を収載。
978-4-89358-685-8 B5 178頁 CD-ROM1枚付き
(2,400)円
'08【発行 凡人社】
サバイバル日本語教材

初級(日)(Ｒ)

にほんごで はなしましょう
池田順子,海老原ちぐさ,北村曜子,渋谷道子,
杉山眞弓,鈴木恵美子,富田久仁子,野田郁子,
福田美穂著
ローマ字併記のために文字が未習の学習者も短期
間で日常会話がマスターできます。短期滞在者は
もちろん企業研修生の短期間コースの教材として
も最適です。会話部分の CD 付き（英・中・泰・越・
尼・伯の 6 か国語の語彙帳・絵カードは別売り）
978-4-9908538-0-8 上 A4 124頁
(2,000)円
'15【発行 らんぐ】
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中～上級
初中級

山本いずみ,白井聡子編著
企業や地域社会，ビジネスの現場で活躍するため
に，日本語学や専門分野の学問的知識だけでなく，
生活の常識，知識を踏まえた日本語とコミュニケ
ーション能力の向上を図るテキスト。
978-4-254-51040-9 A5 160頁
(2,400)円
'11【発行 朝倉書店】
中～上級(英)(韓)(中)(日)(ベ)

改訂版 大学・大学院留学生の日本語
① 読解編
Japanese for international College / Graduate
Students:Reading Comprehension

アカデミック・ジャパニーズ研究会著
『①読解編』では，文章構造に関する知識，文章
の論理構造に関する知識を身に付け，読む力を効
率的に身に付けます。2 部構成になっており，Ⅰ
部では読解の基礎力を養い，Ⅱ部ではそれを元に
レポート，研究計画書，論文を読んでいきます。
重要語句には英語，中国語，韓国語，ベトナム語
訳付き。★本文の読み上げ音声ダウンロードサー
ビス付き★
978-4-7574-2631-3 読解 B5 124頁 別冊12ページ
(1,600)円
'15【発行 アルク】
中～上級

改訂版 大学・大学院留学生の日本語
② 作文
Japanese for international College / Graduate
Students:Composition

アカデミック・ジャパニーズ研究会著
『②作文編』では研究計画書の作成を目標に，作
文の基礎知識を学びます。日本語初級レベル終了
者が対象です。学習者が作文に慣れていないこと
を考慮し，1 課から 4 課で文章作成に必要な基本
事項を学びます。 5 課から 13 課で研究計画書の
作成に必要な表現を学び，14 課では実際に研究計
画書を作成します。
978-4-7574-2632-0 作文 B5 100頁 別冊12頁
(1,600)円
'15【発行 アルク】

改訂版 大学・大学院留学生の日本語
③ 論文読解編
Japanese for international College / Graduate
Students:Reading Essays

アカデミック・ジャパニーズ研究会著
『③論文読解編』では専門分野の論文を独力で読
んでいくための基礎的読解力を目指します。2 部
構成になっており，Ⅰ部では論文を読むための，
文章の構成に関する知識や文法知識を学習しなが
ら，必要な情報を読み取る練習。Ⅱ部では実際に
書かれた論文を使い，専門の論文読解を意識した
より実践的な練習を行います。重要語句には英語，
中国語，韓国語，ベトナム語訳付き。 ★本文の読
み上げ音声ダウンロードサービス付き★
978-4-7574-2633-7 論文読解 B5 156頁 別冊12頁
(1,800)円
'15【発行 アルク】
中～上級(英)

改訂版 大学・大学院留学生の日本語
④ 論文作成編
Japanese for International College/Graduate
Students：Writing Essays

アカデミック・ジャパニーズ研究会著
『④論文作成編』は学術論文などを書く力を付け
ることを目的とし，よく使われる文型・表現・展
開パターンを効率よく習得できます。レポートや
論文の中で見られる文型や表現を機能ごとにまと
め，解説を付けた「文型表現集」，人文科学，社会
科学，自然科学，工学など，さまざまな研究分野
45 編の学術論文から例文集がついているので，実
際にレポートや論文を書く時の参考になります。
978-4-7574-2634-4 論文作成 B5 140頁 別冊12頁
(1,800)円
'15【発行 アルク】
中上級(英)(韓)(繁)(簡)

大学・大学院留学生の日本語⑤
漢字・語彙編
Japanese for International College / Graduate
Students：Kanji and Vocabulary

アカデミック・ジャパニーズ研究会監修,
稲村真理子著
学習する漢字は 388 字，語彙は 1072 語です。漢字
圏，非漢字圏両方の学習者に対応し，学習漢字に，
英語訳，中国語の繁体字，簡体字，ハングルの意
味，韓国語の音読みをつけました。
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ビジネスへの日本語
－これから社会へ飛びたつ君たちへ－

978-4-7574-1179-1 B5 319頁 別冊17頁
(2,200)円
'07【発行 アルク】

研究発表の方法

上級

留学生と日本人学生のための
レポート作成・口頭発表の準備の手引き

斉山弥生,沖田弓子著

留学生向け専門分野

中級
アカデミックジャパニーズの基礎となる「考え方」
を鍛える

大学・大学院留学生のための
やさしい論理的思考トレーニング

大学の学習活動に不可欠な研究発表の手順を，各
ステップごとに詳しく解説。具体的なタスクと実
例に沿って学習を進めることにより，研究発表に
必要なスキルを誰もが段階的にやさしく身につけ
られるよう構成。
978-4-89358-348-2 B5 174頁
(2,233)円
'96【発行 産業能率大学出版部】
【発売 凡人社】

Simple Logical Thinking Traning for
International College / Graduate Students

西隈俊哉著
論理的思考力を，発想力，読解力，表現力の三つ
の要素に分け，原因と結果など理由を述べる練習
をし，トレーニング形式で似た形式の豊富な問題
を解くことで，学習者自身が自分の論理的思考力
の伸びを実感できるようになっています。

中～上級(日)

大学で学ぶための
アカデミック・ジャパニーズ
Academic Japanese for International Students

978-4-7574-1629-1 B5 176頁 別冊32頁
(2,000)円
'09【発行 アルク】
上級

論文作成のための文章力向上プログ
ラム
アカデミック・ライティングの核心をつかむ

村岡貴子,因京子,仁科喜久子著
論文執筆能力を向上させることを主な目的とし，
とくに学習者同士の協働的活動によって，学習・
研究活動に対する巨視的な視点や，話を通して自
ら向上する姿勢を獲得することを重視した画期的
なテキスト。
978-4-87259-416-4 B5 176頁
(2,800)円
'13【発行 大阪大学出版会】

佐々木瑞枝,村澤慶昭,細井和代,
藤尾喜代子著
大学で求められる日本語力＝「アカデミック・ジ
ャパニーズ」を，タスクを通して総合的に学ぶテ
キスト。ノートの取り方など授業に必要なスキル
から先生とのやりとりなど発信型スキルまで，実
践的な力を養成する。
978-4-7890-1078-8 B5 136頁 別冊付録32頁
CD1枚付き (2,500)円
'01【発行 ジャパンタイムズ】
中～上級(日)

大学で学ぶための
日本語ライティング
短文からレポート作成まで
Academic Writing for International Students

佐々木瑞枝,細井和代,藤尾喜代子著
中～上級

留学生のためのケースで学ぶ日本語
問題発見解決能力を伸ばす

宮﨑七湖編著,江後千香子,武一美,田中敦子,
中山由佳,村上まさみ著
物語風に書かれた事例＝ケースを読んだ後，グル
ープやクラスで討論をし，日本語を使って考えを
深めていく教材。留学生が日常生活，学校，アル
バイト等の場面で遭遇する様々なトラブルや悩み
を集めている。
978-4-904595-77-0 B5 198頁
(1,800)円
'16【発行 ココ出版】
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大学の留学生を主な対象とした日本語ライティン
グのテキスト。論理的な日本語の文章を書くため
に必要な表現と構成方法を具体的な課題を通し段
階的に学ぶ。大学で必要不可欠な「書く力」を養
成する。
978-4-7890-1221-8 B5 96頁
(1,800)円
'06【発行 ジャパンタイムズ】

SNG パスポート数学Ⅰ（文,理系）
高橋鋼一,富岡千幸,吉沢猛編
新シラバス（新課程）に即応した留学生のための
テキストです。留学生が不得意な,そして配点の高
い（関数と方程式）の単元,新分野の（図形と数量）
の分野は特に詳解しています。日本語の読解力と
比例する（場合の数と確率）の分野など,基礎から
応用までの力が着実につきます。
978-4-915779-17-6 A4 152頁
(1,800)円
'05【発行 新宿日本語学校】

SNG パスポート数学Ⅱ（理系）
高橋鋼一,富岡千幸,吉沢猛編

978-4-915779-03-9 A4 210頁
(2,381)円
'05【発行 新宿日本語学校】

鎌田美千子,仁科浩美著
自らの考えを正しい日本語で伝えることができる
ように，目的や伝達手段などに応じた言い換え（パ
ラフレーズ）を学習するための一冊。さまざまな
演習を通してライティング能力の向上を目指す。
978-4-88319-681-4 B5 74頁 別冊15頁 (1,400)円
'14【発行 スリーエーネットワーク】

中上級(日)
アカデミック・スキルを身につける

中級

留学生・日本人学生のための一般教養書

聴解・発表ワークブック
国境を越えて[本文編]改訂版
Cross National Boundaries Revised Edition

山本富美子編著
中上級レベルの日本語学習者や，異文化理解を目
的とする留学生・日本人学生用テキスト。文章体
や口語体の読解・聴解素材によって，11 の一般教
養的なテーマについて考え，自分の意見を表現す
る力を養う。音声 CD 付。
978-4-7885-1053-1 B5 168頁 音声CD 187分×1
（MP3対応機種用） (2,500)円
'07【発行 新曜社】
中上級(日)
留学生・日本人学生のための日本語表現練習ノート

犬飼康弘著
大学での研究活動を支援するために，発表に必要
な日本語の語彙力や表現力だけでなく，質疑応答
までを含めた総合的な発表のテクニックを学ぶ教
材。聞き取ってメモをとり，発表する，質疑応答
などの練習ができる。
978-4-88319-426-1 B5 141頁 別冊54頁
CD1枚付き (2,500)円
'07【発行 スリーエーネットワーク】
聞く・考える・話す

初級(英)(韓)(中)

聞く・考える・話す 留学生のための
初級にほんご会話
小池真理,中川道子,宮崎聡子,平塚真理著

国境を越えて[タスク編]
Cross National Boundaries

山本富美子編著
スピーチ，討論，図表の解説，ディベート，調査，
レポートとプレゼンテーションの 6 つのタスクに
分け，[本文編]改訂版の一般教養的なテーマで考
えたことや調べたことを，文章や口頭で表現でき
るようにする。
978-4-7885-1054-8 B5 204頁
(2,200)円
'07【発行 新曜社】
中上級(日)
中・上級留学生のための語彙・文法ノート

今，ここで何を話すべきか，学習者が話したいこ
とを自ら考えて話す，初級用会話教材。大学を中
心に留学生が普段よく接する場面を取り上げた。
指示文，使用語彙等に英語・中国語・韓国語訳付
き。未習者から初級終了の学習者対象。
978-4-88319-411-7 B5 191頁 別冊23頁
CD1枚付き (1,900)円
978-4-88319-412-4 教師用 B5 155頁 別冊56頁
(2,000)円(品切れ)
'07【発行 スリーエーネットワーク】

小論文への 12 のステップ

中級

友松悦子著

国境を越えて［語彙・文法編］
Cross National Boundaries

山本富美子著
本文編改訂版とタスク編に出てくる語彙を出現順
に抜き出して１冊にまとめた。言葉の読みや意味
だけでなく，例文や文法的な説明も盛り込み，簡
便に授業の理解を深めることができる。インデッ
クス CD（五十音順）付。
978-4-7885-1055-5 B5 240頁 CD-ROM付き
(2,900)円
'08【発行 新曜社】

小論文などの論理的な文章を書く際に必要な表現
技術を養成する教材。文章表現の基礎を 12 のステ
ップに分け，記号の使い方，正しい文の構造の理
解などから，まとまった文章を書くまでを段階的
に練習する。
978-4-88319-488-9 B5 163頁 別冊31頁
(1,600)円
'08【発行 スリーエーネットワーク】
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新シラバス（新課程）に即応した留学生のための
テキストです。指数,対数,三角関数の基礎力をつ
けた上でのメインテーマである「微分」「積分」の
演習にも重点をおいています。「ベクトル」,「数
列」,「行列」の分野でも着実に実力がつきます。
日本人の受験生も満足できる内容となっています。

上級

アカデミック・ライティングのため
のパラフレーズ演習

初級(英)(Ｒ)

新装版 Basic Japanese for
Students はかせ

付き。
978-4-88319-369-1 B5 69頁 別冊12頁 (1,200)円
'05【発行 スリーエーネットワーク】

留学生の日本語初級 45 時間

上級

留学生向け専門分野

東京工業大学留学生センター監修,山﨑佳子,
土井みつる著
「Basic Japanese for Students はかせ 留学生の
日本語初級 45 時間」を 2 分冊・CD 付きにした教
材。大学院生・研究員を対象に，短時間で効果的
な学習成果を上げる初級テキスト。
978-4-88319-405-6 1 B5 177頁 CD1枚付き
(2,000)円
978-4-88319-406-3 2 B5 202頁 CD1枚付き
(2,500)円
'06【発行 スリーエーネットワーク】

留学生のための
時代を読み解く上級日本語

第2版
宮原彬編著

『留学生のための時代を読み解く上級日本語』の
第 2 版。読解・会話・作文の学習を通して上級レ
ベルの日本語力が身につくよう作られた教材。日
本社会を深く探りながら日本語を学べるお勧めの
一冊。
978-4-88319-625-8 B5 274頁
(2,000)円
'12【発行 スリーエーネットワーク】
上級

中級(イ)(英)(中)(ベ)
はじめて学ぶ介護の日本語

留学生のための
ジャーナリズムの日本語

はじめて学ぶ介護の日本語
基本のことば

－新聞・雑誌で学ぶ重要語彙と表現－

三橋麻子,丸山真貴子,堀内貴子,西己加子著
これから日本語で介護の勉強を始める留学生や，
技能実習生などを対象とした語彙教材。介護現場
でよく使われる，基礎的な言葉を 1,500 語収録。
「インドネシア語」「英語」「中国語」「ベトナム
語」の 4 言語訳付き。
978-4-88319-751-4 B5 275頁 別冊20頁
(2,600)円
'17【発行 スリーエーネットワーク】

一橋大学国際教育センター編,澁川晶,
高橋紗弥子,庵功雄著
実際の新聞や雑誌の記事を用いて，よく使用され
る慣用表現，省略表現，社会的，歴史的な背景知
識が必要となる表現などを学ぶ。122 記事から約
150 表現を学習でき，読解力を支える知識を拡充
できる。
978-4-88319-715-6 B5 130頁 別冊7頁 (2,000)円
'15【発行 スリーエーネットワーク】
上級

中上級

留学生のための
ここが大切 文章表現のルール
石黒圭,筒井千絵著
論文やレポート，日常の文章などを，自然な日本
語で書く力を身につけるテキスト。文法，文字・
表記，語彙などの面から，中上級レベルの文章に
多い間違いのポイントを提示。学習者に必要な課
から始められる。

改訂版 留学生のための
論理的な文章の書き方
二通信子,佐藤不二子著
日本の大学で学ぶ留学生がレポートや論文など，
論理的な文章を日本語で書けるようになるための
テキスト。
978-4-88319-257-1 B5 122頁 別冊23頁
(1,400)円
'03【発行 スリーエーネットワーク】

978-4-88319-502-2 B5 146頁 別冊27頁
(1,600)円
'09【発行 スリーエーネットワーク】
中級(英)

(英)

AN INTRODUCTION TO CLASSICAL
JAPANESE
駒井明,Thomas H. Rohlich 著

留学生のための
ストラテジーを使って学ぶ文章の読
み方
一橋大学留学生センター著
中級後半から上級前半レベルの読解力養成のため
の問題集。社会科学の各分野を題材にした文章を
広く扱っている。7 つの読解ストラテジーを学ぶ
ことで，専門的な内容の読解力が付く。文章中の
専門的な語彙には，課ごとに読み仮名と英語の訳
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英語圏の学習者向けに日本の古典文法をわかりや
すく解説した本。説明は全て英語で書かれている
が，Examples や Exercise には日本語で書かれた
古典や和歌がふんだんに取り入れてある。自習も
可能な構成の好著。
978-4-89358-124-2 B5 260頁

(絶版)
'91【発行 凡人社】

中～上級(英)(中)

科学技術基礎日本語：留学生・技術
研修生のための使える日本語
札野寛子,深澤のぞみ著

ピロッタ丸山淳,長田紀子,清水澤子,
等々力櫻子,吉田直美著
日本の大学で学ぶ留学生や入学準備中の学習者対
象。講義・演習・図書館等での学習方法，先生や
学生と協力関係を作るストラテジーが，実例に基
づく豊富な練習問題を通して学べるようになって
いる。自習用としても使用可。
978-4-89358-342-0 B5 170頁 (1,200)円(品切れ)
(900015) テープ C30×1
(1,456)円(品切れ)
'96【発売 凡人社】

これで安心！外国人留学生のための
日本就職オールガイド
The Complete Guide to Finding a Job in JAPAN

野澤和世,石川和美,岩下恵子,柳本新二,
末松和子著
長年，留学生の就職指導を行ってきた講師が集
結！ 自己分析，企業・業界研究，エントリーシ
ート作成などの基本的な就職活動の方法に加え，
留学生向け情報も満載。「在留資格変更が可能な
仕事って？」「面接で『帰国する予定は？』って聞
かれたら？」…留学生の就活の疑問にズバリ答え
る。留学生指導に携わる先生方にもおすすめの一
冊。
978-4-89358-698-8 A5 222頁 (1,900)円(品切れ)
'09【発行 凡人社】

実践 研究計画作成法
情報収集からプレゼンテーションまで

北原保雄監修,
日本学生支援機構東京日本語教育センター
タスクを通して実践的に研究計画書が作成できる
体験型テキストが登場。研究計画書の構成，日本
語表現はもちろん，研究課題を策定するためのヒ
ント，論理的思考トレーニングが豊富に組み込ま
れている。大学院進学に関する情報検索，指導教
員へのコンタクトの取り方，口頭試問・プレゼン
テーション対策まで網羅。留学生をサポートする
一冊！
978-4-89358-693-3 B5 232頁 別冊2冊 (2,400)円
'09【発行 凡人社】

読解演習はじめての専門書

中～上級

山本一枝,田山のり子,坂本惠著
専門書を読むことが必要とされる留学生のための
中級用読解教材。大学一般教養課程で使用されて
いる計 7 分野の専門書から抜粋した本文をもとに，
文法上・文体上・表現上等の必要事項を学び，読
解能力の向上を目指す。
978-4-89358-092-4 B5 172頁 (2,300)円(品切れ)
'95【発売 凡人社】
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留学生向け専門分野

科学技術日本語の基礎となる日本語表現が学習で
きる。理工系留学生や技能実習生だけでなく，中
高生やビジネスパーソンの学習にも活用できる。
別冊には解答と重要語の英語訳，中国語訳が掲載
されている。以下のウェブページでは本書に準拠
した動画教材が無料で見られる。
http://www.bonjinsha.com/wp/kagakugijutsu
978-4-89358-905-7 B5 97頁 別冊36頁 (1,800)円
'16【発行 凡人社】

留学生のための
大学の授業へのパスポート

子ども向け
子ども向け

初～上級(日)
自分のこと 友だちのこと，きこう 話そう！

こども にほんご宝島
春原憲一郎,谷啓子監修,池上摩希子,尾関史,
谷啓子,矢崎満夫著
子供に身近な 33 のトピックで，生活や学習の中で
使われる多彩なことばが身につく活動集。学習支
援者のための指導のヒントを掲載した別冊付き。
978-4-87217-702-2 B5 104頁 別冊36頁
(1,650)円
'09【発行 アスク出版】
Japanese Graded Readers

レベル別日本語多読ライブラリー
レベル 0 Vol.1,2,3
にほんごよむよむ文庫
→p.57
'09～14【発行 アスク出版】

Japanese Graded Readers

レベル別日本語多読ライブラリー
レベル 4 Vol.1,2,3
にほんごよむよむ文庫
→p.58
'06～17【発行 アスク出版】

HELLO JAPANESE
For Boys and Girls

東中川かほる,町田純子著
「日本語」だけでなくその背景となる「日本文化」
も併せて学べる子ども向け日本語教材。外国人の
子どもが日本での 1 年間の生活を通してことばや
習慣等を学んでいくというストーリー性を持たせ
てある。豊富な楽しいイラストは，子どもたちが
飽きずに勉強できるよう工夫されている。
978-4-89358-282-9 A4 76頁
(絶版)
'93【発行 インターンシッププログラムス】
【発売 凡人社】

Japanese Graded Readers

レベル別日本語多読ライブラリー
レベル 1 Vol.1,2,3
ことばのテーブル データ教材シリ
ーズ

にほんごよむよむ文庫
→p.57
'06～08【発行 アスク出版】

葛西ことばのテーブル制作
Japanese Graded Readers

レベル別日本語多読ライブラリー
レベル 2 Vol.1,2,3
にほんごよむよむ文庫
→p.57
'06～08【発行 アスク出版】
Japanese Graded Readers

教材が PDF ファイルとして DVD に収録されていま
す。必要に応じて何枚でも印刷してご利用いただ
けます。各集の内容については，葛西ことばのテ
ーブルのホームページ内の教材紹介ページでご確
認ください。
第3集 線の練習ワーク データDVD
(1,167)円
第1集 つたえる練習Ⅰ ～切り貼り作業編～
データDVD (1,167)円
第2集 拡大練習ワーク データDVD
(1,167)円
'14～17【発行 葛西ことばのテーブル】

レベル別日本語多読ライブラリー
レベル 3 Vol.1,2,3
にほんごよむよむ文庫
→p.57
'06～09【発行 アスク出版】

ことばのテーブル 100 枚プリント
葛西ことばのテーブル制作
各集とも 100 問のプリントで構成されています。
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
ワークです。
第21集 疑問文練習ワーク A4 100頁
(1,296)円
第1集 あんごうをとこう B5 100頁
(1,111)円
第2集 おはなし読解ワーク：初級編 B5 100頁
(1,111)円
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ことばのテーブル言語訓練カード

日本語を学ぼう 2

初級

文部科学省著
文部科学省が，日本語教育を必要とする外国人の
小学校中学年以上の児童・生徒が，学校での授業，
社会・算数・理科を理解し，習得することができ
るように作成した日本語指導教材。
978-4-324-03861-1 生徒用 A4 118頁 (1,068)円
978-4-324-04071-3 教師用 A4 352頁 (2,816)円
'93【発行 ぎょうせい】

JAPANESE FOR YOUNG PEOPLE

初級(英)

ヤングのための日本語

公益社団法人 国際日本語普及協会著
小学校高学年から高校生までの初級学習者を対象
としたシリーズ。難解な文法講釈を避け，会話例
やドリル，豊富なイラストなどを通して，構文が
自然に身につくよう配慮されている。生徒が日常
的に遭遇する様々な場面を設定し，実用的な初級
日本語のマスターをめざす。 ※日本円の価格は
ご購入時のレートによって変動します。
978-1-56836-423-0 Ⅰ B5 256頁 $28.00
978-1-56836-424-7 Ⅰ かなワークブック B5
144頁 $20.00
978-1-56836-459-9 Ⅱ B5 224頁 $28.00
978-1-56836-425-4 Ⅱ 漢字ワークブック B5
112頁 $20.00
978-1-56836-478-0 Ⅲ B5 200頁 $35.00
978-1-56836-508-4 Ⅲ 漢字ワークブック B5
128頁 $24.00
'98～01【発行 講談社 USA】

葛西ことばのテーブル制作
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
カード化されています。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ます。
第1集
第2集
第3集
第4集

名詞・動詞150絵カード 9㎝×10.6㎝
150枚 (1,296)円
構文訓練絵カード A4冊子型
(1,574)円
漢字訓練カード A4冊子型
(1,574)円
ひらがな学習カード〈清音編〉 A4 78頁
(1,574)円
'00～07【発行 葛西ことばのテーブル】

にほんごをまなぼう

かんじ だいすき(一)

初級

～日本語をまなぶ世界の子どものために～

公益社団法人 国際日本語普及協会著
小学校 1 年生の漢字 80 を,外国人児童向けに語彙
のブロックに分け，絵による意味の理解から，読
み，書き，文レベルでの練習へ進めていく。身近
な読み方に絞り，入門期の学習を容易にした。復
習のすごろくやしり取りも楽しい。漢字カード・
絵カードのセット（別売）もある。
978-4-906096-50-3 B5 100頁
(1,200)円
'07【発行 公益社団法人 国際日本語普及協会】
【発売 凡人社】

初級

文部科学省著

かんじ だいすき(二)
外国人労働者の子どもたちや海外からの帰国子女
などが，日本の学校生活や日常生活に早くなじめ
るよう会話の習得などを中心として文部科学省が
作成した児童・生徒向けの唯一の日本語教材。（生
徒用はすべてひらがな表記）
978-4-324-03462-0 生徒用 A4 104頁
(951)円
978-4-324-03470-5 教師用 B5 360頁 (2,621)円
'92【発行 ぎょうせい】

初級

～日本語をまなぶ世界の子どものために～

公益社団法人 国際日本語普及協会著
シリーズの(一)に続き，小学校 2 年生の漢字 160
を，意味のまとまり毎に絵を活用して導入，読み，
書き，文レベルでの練習へと進めていく。楽しい
遊びのページも充実し，最終課では昔話を読んで
力だめしができる。漢字カード・絵カードのセッ
ト（別売）もある。
978-4-906096-51-0 B5 193頁
(1,500)円
'04【発行 公益社団法人 国際日本語普及協会】
【発売 凡人社】
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子ども向け

第3集 ひらがな読解ワーク B5 100頁 (1,111)円
第4集 おはなし読解ワーク：中級編 B5 100頁
(1,111)円
第5集 会話練習ワーク B5 100頁
(1,111)円
第6集 さくぶんれんしゅうワーク A4 100頁
(1,296)円
第7集 おはなし読解ワーク：上級編[物語文集]
A4 100頁 (1,296)円
第8集 ことばのクロスワード B5 100頁
(1,111)円
第9集 連語練習ワーク B5 100頁
(1,111)円
第10集 活用練習ワーク A4 100頁
(1,296)円
第11集 つばさくんのにっき B5 100頁 (1,111)円
第12集 語彙選択ワーク B5 100頁
(1,111)円
第13集 自分のことを考えよう B5 100頁
(1,111)円
第14集 続おはなし読解ワーク：初級編 B5 100頁
(1,111)円
第15集 おしゃべり練習ワーク B5 100頁
(1,111)円
第16集 がでにを練習ワーク B5 100頁 (1,111)円
第17集 算数文章題準備ワーク B5 100頁
(1,111)円
第18集 俳句をよもう B5 100頁
(1,111)円
第19集 ことばのネットワーク B5 100頁
(1,111)円
第20集 続おはなし読解ワーク：中級編 B5 100頁
(1,111)円
'01～17【発行 葛西ことばのテーブル】

初級

かんじ だいすき(三)

初級
＜中学に向けて＞
日本語をまなぶ世界の子どものために

～日本語をまなぶ世界の子どものために～

公益社団法人 国際日本語普及協会著

子ども向け

シリーズの(二)に続き，小学校 3 年生の漢字 200
を意味や品詞で分類，絵を活用して，認識，読み，
書き，文レベルの練習へと進む。(三)では特に部
首紹介が充実，クイズも豊富で，総復習の昔話も
カラーページで楽しい。漢字カード・絵カードの
セット（別売）もある。
978-4-906096-52-7 B5 192頁
(1,600)円
'06【発行 公益社団法人 国際日本語普及協会】
【発売 凡人社】

かんじ だいすき(四)

かんじ だいすき ～国語・算数編～
公益社団法人 国際日本語普及協会著
国語は，学年別習熟度テストと日本の物語の読解
で，小学一～六年までの漢字が復習できる。算数
は，数，単位，図形，面積，体積等の項目ごとに，
小学校 1,006 字を中心に重要語彙を整理し，基本
知識を日本語で理解，問題を読んで解答する力も
つくように工夫されている。
978-4-906096-62-6 B5
(2,000)円
'10【発行 公益社団法人 国際日本語普及協会】
【発売 凡人社】

初級

～日本語をまなぶ世界の子どものために～
初級

公益社団法人 国際日本語普及協会著
小学校 4 年生の漢字 200 を，生活編と教科編に大
別。意味のまとまり毎に，導入から文レベルの練
習まで絵を活用して構成してある。効率を高める
ため，（四）からは読みと書きの部に分けて掲載。
部首・クイズ・物語等も充実。漢字カード・絵カ
ードのセット（別売）もある。
978-4-906096-53-4 B5 200頁
(2,000)円
'03【発行 公益社団法人 国際日本語普及協会】
【発売 凡人社】

かんじ だいすき(五)

初級

～日本語をまなぶ世界の子どものために～

＜中学に向けて＞
日本語をまなぶ世界の子どものために

かんじ だいすき ～社会・理科編～
公益社団法人 国際日本語普及協会著
社会は，縄文から平成まで日本歴史の年表とコラ
ム，日本と世界の地図，理科は，生物，磁石と電
気，水溶液，天体と気象，自然環境等の項目で構
成。小学校 1,006 字を中心に重要語彙を整理し，
基本知識を日本語で理解，問題を読んで解答する
力もつくように工夫されている。
978-4-906096-63-3 B5
(2,000)円
'10【発行 公益社団法人 国際日本語普及協会】
【発売 凡人社】

公益社団法人 国際日本語普及協会著
小学校 5 年生の漢字 185 を，生活編と教科編に分
け，意味のまとまりを持たせて提出。読み・書き
の二部構成で，効率よく学べる。イラストの補助
が豊富で，クイズやカルタなどのゲームも楽しい。
漢字カード・絵カードのセット（別売）もある。
漢字豆知識も充実。

＜中学に向けて＞
日本語をまなぶ世界の子どものために

かんじ だいすき
～社会・理科編 練習帳
公益社団法人 国際日本語普及協会著

978-4-906096-54-1 B5 195頁
(2,000)円
'05【発行 公益社団法人 国際日本語普及協会】
【発売 凡人社】

かんじ だいすき(六)

初級

～日本語をまなぶ世界の子どものために～

公益社団法人 国際日本語普及協会著
小学 6 年生の漢字 181 を生活編と教科編に分け，
意味のまとまり毎に提出。読み・書きの二部構成
で効率的に学習できる。イラストの補助が豊富で，
クイズやカルタ等も楽しい。漢字・絵カードのセ
ット（別売）もある。漢字豆知識も役立つ。
978-4-906096-55-8 B5 218頁
(2,000)円
'06【発行 公益社団法人 国際日本語普及協会】
【発売 凡人社】
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「＜中学に向けて＞かんじ だいすき ～社会・
理科編～」の副教材として作成された練習帳。日
本語を母語としない子どもたちが，小学校 1,006
字を土台に本冊で学んだ社会・理科のキーワード
を中心とし，中学での勉強に向けて読みと内容理
解からさらに書きの力を養うのを助ける。学習進
度に合わせて知識を深める応用問題・「豆知識」・
「もっと知ろう」などのコラムや，クイズやすご
ろくの楽しい頁も充実。参照用小冊子「漢字筆順」
付き。
978-4-906096-64-0 A4 183頁
(1,500)円
'14【発行 公益社団法人 国際日本語普及協会】

別冊英語訳 かんじ だいすき（四）
～日本語をまなぶ世界の子どものために～

別冊ポルトガル語訳
かんじ だいすき（五）

公益社団法人 国際日本語普及協会著
～日本語をまなぶ世界の子どものために～

公益社団法人 国際日本語普及協会著
抽象的な意味を持つ漢字語彙が格段に増える 5 年
生 185 字の学習を助けるポルトガル語訳。「かん
じ だいすき（五）」本冊の「読み学習」「書き学習」
各課の主要ページに対応し，昔話の全訳も掲載。
読み練習・書き練習・習熟度テストの解答も含み，
漢字学習に取り組む子どもたち，子どもたちを支
援するポルトガル語話者をサポートする。
978-4-906096-40-4 B5 61頁
(500)円
'15【発行 公益社団法人 国際日本語普及協会】

別冊英語訳 かんじ だいすき（五）
～日本語をまなぶ世界の子どものために～

公益社団法人 国際日本語普及協会著
抽象的な意味を持つ漢字語彙が格段に増える 5 年
生 185 字の学習を助ける英語訳。「かんじ だいす
き（五）」本冊の「読み学習」「書き学習」各課の
主要頁に対応し，昔話の全訳も掲載。読み練習・
書き練習・習熟度テストの解答も含み，漢字学習
に取り組む子どもたち，子どもたちを支援する非
母語話者をサポートする。
978-4-906096-36-7 B5 61頁
(500)円
'14【発行 公益社団法人 国際日本語普及協会】

別冊英語訳 かんじ だいすき（六）
～日本語をまなぶ世界の子どものために～

別冊ポルトガル語訳
かんじ だいすき（六）
～日本語をまなぶ世界の子どものために～

公益社団法人 国際日本語普及協会著
抽象的な意味を持つ漢字語彙が格段に増える 6 年
生 181 字の学習を助けるポルトガル語訳。「かん
じ だいすき（六）」本冊の「読み学習」「書き学習」
各課の主要ページに対応し，読み練習・書き練習・
習熟度テストの例文訳，昔話の全訳も掲載。漢字
学習に取り組む子どもたち，子どもたちを支援す
るポルトガル語話者をサポートする。（六）では，
漢字への興味を引き出すコラムの翻訳も充実。
978-4-906096-41-1 B5 72頁
(500)円
【発行 公益社団法人 国際日本語普及協会】

公益社団法人 国際日本語普及協会著
抽象的な意味を持つ漢字語彙が格段に増える 6 年
生 181 字の学習を助ける英語訳。「かんじ だいす
き（六）」本冊の「読み学習」「書き学習」各課の
主要頁に対応し，読み練習・書き練習・習熟度テ
ストの例文訳，昔話の全訳も掲載。漢字学習に取
り組む子どもたち，子どもたちを支援する非母語
話者をサポートする。（六）では，漢字への興味を
引き出すコラムの英訳も充実。
978-4-906096-37-4 B5 72頁
(500)円
'14【発行 公益社団法人 国際日本語普及協会】

別冊ポルトガル語訳
かんじ だいすき（四）

初級

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

公益社団法人 国際日本語普及協会
来日したブラジル人児童と級友との小学校生活
18 場面を描くスキット，役立つ表現の学習や学校
文化情報の紹介（葡語吹替えあり），学用品や教科
関連語彙のクイズ等，生きた映像と音声による適
応指導の教材。国際理解教育にも活用できる。
978-4-906096-38-1 DVD（125分）
(2,593)円
'07【発行 公益社団法人 国際日本語普及協会】
【発売 凡人社】

～日本語をまなぶ世界の子どものために～

公益社団法人 国際日本語普及協会著
抽象的な意味を持つ漢字語彙が格段に増える 4 年
生 200 字の学習を助けるポルトガル語訳。「かん
じ だいすき（四）」本冊の「読み学習」「書き学習」
各課の主要ページに対応し，昔話の全訳も掲載。
読み練習・書き練習・習熟度テストの解答も含み，
漢字学習に取り組む子どもたち，子どもたちを支
援するポルトガル語話者をサポートする。
978-4-906096-39-8 B5 72頁
(500)円
'15【発行 公益社団法人 国際日本語普及協会】

進学を目指す人のための

(中)(日)

教科につなげる学習語彙 6000 語
樋口万喜子,古屋恵子,頼田敦子編,
中学・高校生の日本語支援を考える会著
教科学習を理解するために必要とされる基本的な
語彙 6,000 語を選定し，日本語の例文と中国語訳
を付した語彙集。日本の高校や大学への進学をめ
ざす中国語母語話者が，自らの母語力を活かして
教科学習語彙を習得できる。
978-4-904595-12-1 日中対訳 B5 374頁
(1,600)円
'11【発行 ココ出版】
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子ども向け

抽象的な意味を持つ漢字語彙が格段に増える 4 年
生 200 字の学習を助ける英語訳。「かんじ だいす
き（四）」本冊の「読み学習」「書き学習」各課の
主要頁に対応し，昔話の全訳も掲載。読み練習・
書き練習・習熟度テストの解答も含み，漢字学習
に取り組む子どもたち，子どもたちを支援する非
母語話者をサポートする。
978-4-906096-35-0 B5 72頁
(500)円
'14【発行 公益社団法人 国際日本語普及協会】

JSL 中学高校生のための

(英)(ス)(中)(日)(ポ)

絵でわかるかんたんかんじ

初級

絵でわかるかんたんかんじ 160

教科につなげる
学習語彙・漢字ドリル

武蔵野市帰国・外国人教育相談室
教材開発グループ編著

樋口万喜子編,
中学・高校生の日本語支援を考える会著
子ども向け

教科学習を理解するために必要とされる基本的な
語彙と漢字を，日本語が不十分な中学高校生が，
彼らの母語力を利用して習得できる教材。語彙ド
リル，漢字の読み方テストの他，教科の重要ポイ
ントを各国語訳付きで掲載。

『絵でわかるかんたんかんじ 80』の続編。小学 2
年生の教育漢字 160 字を，外国人のこどもたちが
学習しやすいように配慮，構成した教材。
978-4-88319-235-9 B5 115頁
(1,500)円
'02【発行 スリーエーネットワーク】
絵でわかるかんたんかんじ

978-4-904595-05-3 中国語版 B5 248頁
(1,600)円
978-4-904595-20-6 ポルトガル語版 B5 240頁
(1,600)円
978-4-904595-21-3 スペイン語版 B5 248頁
(1,600)円
978-4-904595-65-7 英語版 B5 228頁 (1,600)円
'10～15【発行 ココ出版】

初級

絵でわかるかんたんかんじ 200
武蔵野市帰国・外国人教育相談室
教材開発グループ編著
シリーズ 3 点目の教材。小学 3 年生の教育漢字 200
字を学ぶ。
978-4-88319-377-6 B5 117頁
(1,600)円
'06【発行 スリーエーネットワーク】

ロールプレイでコミュニケーションの達人を育てる

外国人児童の「教科と日本語」
シリーズ

小学生のための会話練習ワーク
森篤嗣,牛頭哲宏著
日本語教育ではよく行われるロールプレイを，日
本人小学生のコミュニケーション能力育成のため
に活用した教材。小学生が日常でよく出合う場面
を提示している。日本語を母語としない児童の補
習授業にも利用できる。
978-4-904595-04-6 B5 104頁
(2,000)円
'10【発行 ココ出版】
いっしょににほんご

初級

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
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対象。
子どもが興味を持つ 16 の題材を取りあげた。教師
用の手引き付き。
978-4-88319-423-0 B5 153頁 別冊32頁
(2,000)円
'07【発行 スリーエーネットワーク】
絵でわかるかんたんかんじ

初級

佐藤郡衛監修,池上摩希子,今澤悌,大蔵守久,
齋藤ひろみ,佐藤郡衛,高木光太郎著
「学校における JSL カリキュラム（文部科学省開
発）を最大限に活用するための参考書。JSL カリ
キュラムは日本語の力が十分でない子どもたちに，
日本語で学習に参加する力をつけるために開発さ
れたものである。
978-4-88319-341-7
小学校「JSL国語科」の授業作り B5 157頁
(1,800)円(品切れ)
978-4-88319-342-4
小学校「JSL算数科」の授業作り B5 136頁
(1,800)円(品切れ)
978-4-88319-343-1
小学校「JSL理科」の授業作り B5 129頁
(1,800)円(品切れ)
978-4-88319-344-8
小学校「JSL社会科」の授業作り B5 151頁
(1,800)円(品切れ)
978-4-88319-340-0
小学校JSLカリキュラム「解説」 B5 173頁
(1,500)円
'05【発行 スリーエーネットワーク】

絵でわかるかんたんかんじ 80
こどものにほんご

武蔵野市帰国・外国人教育相談室
教材開発グループ編著
小学 1 年生の教育漢字 80 字を，絵で楽しく学習す
るワークブック。漢字の意味を絵で理解し，その
後，読み，書きとステップを踏んで学ぶ。親しみ
やすいイラストが満載。
978-4-88319-183-3 B5 69頁
(1,300)円
'01【発行 スリーエーネットワーク】
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初級(英)(中)(ポ)

こどものにほんご 1
西原鈴子監修,
ひょうご日本語教師連絡会議 子どもの日本語
研究会著
外国人児童が，学校行事や生活の中で，すぐに使
える表現を学習する。単語には，英語，中国語，
ポルトガル語の翻訳付き。「指導の手引き」を付録。
978-4-88319-218-2 B5 274頁 別冊48頁
(2,000)円
978-4-88319-283-0 絵カード B5 97頁 (1,600)円

978-4-88319-479-7 れんしゅうちょう B5 113頁
別冊14頁 (1,000)円
'02～08【発行 スリーエーネットワーク】
こどものにほんご

初級(英)(中)(ポ)

こどものにほんご 2

読み書きを必要とする外国人児童のための全 17
課のテキスト。『こどものにほんご 1』の続編。
978-4-88319-234-2 B5 302頁 別冊48頁
(2,000)円

初級

山田伸子著
ひらがな・カタカナのことば・簡単な会話で構成
されている。すべてのページに子ども向けのイラ
スト(2 色刷)が入り，初めて日本語に接する子ど
もたちが親しみやすいよう工夫されている。また
会話の部分は左ページに漫画形式で普通体，右ペ
ージに丁寧体を対比させてあり，単語には適宜ア
クセントを示した。
978-4-89358-184-6 B5 107頁
(絶版)
978-4-89358-259-1 テープ C60×1，C40×1，
C30×1(絶版)
'92【発売 凡人社】

978-4-88319-329-5 絵カード B5 184頁
(2,000)円
978-4-88319-511-4 れんしゅうちょう B5 141頁
別冊18頁 (1,100)円
'02～09【発行 スリーエーネットワーク】
DVD で学ぶ日本語

(英)(韓)(中)(日)(ポ)

エリンが挑戦！
にほんごできます。
→p.151
'07,11【発行 凡人社】
初級

改訂版 学校生活にほんごワークブ
ック
にほんごをまなぼう準拠

日本語ぐるりっと編著
来日間もない小・中学生が早く学校に馴染み授業
についていけるよう，学校生活や学習場面に役立
つ語彙や表現を満載。「にほんごをまなぼう」のイ
ラストと併用して日本語を体系的に学べるよう工
夫されている。教科学習への橋渡しにも最適。
978-4-89358-736-7 A4 144頁 (1,300)円(品切れ)
'10【発行 凡人社】

日本語学級 1

大蔵守久著
児童生徒への日本語指導 35 年の波多野ファミリ
スクールが生みだした実践的子ども用テキスト。
学校生活ですぐ必要となる語彙や文字を楽しく学
べる優れた教材。ひらがな・カタカナ練習付き。
978-4-89358-415-1 A4 208頁 別冊付録等4枚
(1,800)円
'99【発行 凡人社】

日本語学級 2

エイ・エフ・エス日本協会編
日本でホームステイする高校生の支援をしている
(財)エイ・エフ・エス日本協会の長年の経験をも
とに編まれた。ほとんど日本語を知らずに飛び込
んでくる生徒にも対応できる練習帳。日本文化の
理解が進むようにも工夫されている。別冊に指導
の手引きが付いている。
978-4-89358-483-0 A4 157頁
(1,500)円
'01【発行 凡人社】

初級

基本文型の徹底整理

大蔵守久著
1 の語彙・表現をもとに初級の文を作る力を身に
つけるためのテキスト。豊富なイラスト 1,200 点
で楽しい教室の雰囲気作りができる。領域別テス
トで学習者の習得度が診断できる。
978-4-89358-426-7 A4 204頁 別冊付録等48頁
(1,900)円
'99【発行 凡人社】

日本語学級 3
足し算・引き算

高校生の日本語 12 か月 練習帳

初級

初級必修の語彙と文字

初級

日本語クリアー

大蔵守久著
小学校 1 年から 3 年の「足し算・引き算」をわか
りやすくイラストで解説。足し算・引き算を段階
的に学びながら，そこで使われる日本語の履修も
可能になっている。また，指導ポイントが明記さ
れており，教科外の先生にも使いやすく工夫され
ている。
978-4-89358-466-3 A4 168頁 (1,600)円(品切れ)
'00【発行 凡人社】
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西原鈴子監修,
ひょうご日本語教師連絡会議 子どもの日本語
研究会著

たのしいこどものにほんご

子どもといっしょに！
日本語授業おもしろネタ集
池上摩希子,大蔵守久著

子ども向け

子どもに日本語を教える際に役立つ 36 のアイデ
ィアを収載。工夫次第で導入にも定着にも使用可
能。
978-4-89358-479-3 A5 112頁

(1,000)円
'01【発行 凡人社】

978-4-89358-778-7 増補第2版 B5 182頁
(1,800)円
978-4-89358-364-2
かんじ・ぶんけいれんしゅうちょう A4 208頁
(1,800)円(品切れ)
978-4-89358-885-2 教師用指導書（第2版） B5
178頁 (2,800)円
'95～04【発行 凡人社】

留学生の 12 か月

池上摩希子,大蔵守久著
子どもにゲームを通して楽しく日本語を教えるた
めのアイデア集第 2 弾。公募した「子ネタ」から
選りすぐりの 23 作品を掲載。監修者による「子ネ
タ」作成の秘訣や Q&A のほか，実際に「子ネタ」
で授業をする際に使える便利なイラスト集付き。
学習者に楽しく自然に日本語を教えたい現場の先
生必携の一冊。
978-4-89358-596-7 A5 116頁
(1,100)円
'05【発行 凡人社】
初級

ひろこさんのたのしいにほんご 1
根本牧,屋代瑛子,遠藤宏子著
子どもたちが興味深く日本語を学べるよう作られ
た，数少ない教材。9 歳の女の子ひろこさんの生
活を通して，日本の生活・習慣が自然に学べる。
テキストはイラストも豊富で親しみやすく，充実
した副教材がさらに学習効果を高める。著者の運
営するサイトでは品切れ書籍をはじめ学習素材が
公開されている。
（http://hirokosan-onsei.moo.jp/）
978-4-89358-039-9 B5 162頁
(1,800)円
978-4-89358-775-6
ひらがな・かたかな・かんじれんしゅうちょう
A4 146頁 (1,500)円(品切れ)
978-4-89358-748-0 ぶんけいれんしゅうちょう
A4 74頁 (1,200)円
978-4-89358-870-8 教師用指導書 B5 182頁
(2,500)円
978-4-89358-556-1 絵カード CD-ROM版
(3,800)円
'86～04【発行 凡人社】
初級

ひろこさんのたのしいにほんご 2
根本牧,屋代瑛子,永田行子著
学童を対象とした数少ない教科書として好評を博
している『ひろこさんのたのしいにほんご 1』の
続編。『～2』では特に各課の終わりに「かぞえま
しょう」として使用頻度の高い助数詞 13 種と「九
九」を導入している。著者の運営するサイトでは
品切れ書籍をはじめ学習素材が公開されている。
（http://hirokosan-onsei.moo.jp/）
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初～中級

村野良子,谷道まや著

子どもといっしょに！
日本語授業おもしろネタ集 2

高校留学生のためのテキスト。高校生活に合わせ
た内容で，価値観の違い，危険の回避，エイズ，
環境問題などを取り上げ，豊富なイラスト，リス
ニング，課題による体験的で創造的な学習を目指
す。入門から中級レベル。
978-4-89358-235-5 B5 112頁
(2,233)円
978-4-89358-236-2 テープ C70×1
(絶版)
'93【発行 凡人社】

文法
改訂版 どんなときどう使う

中～上級
文法

日本語で歌おう！

日本語表現文型 500

→p.137
'06【発行 アスク出版】
中～上級(英)(韓)(中)(日)
“生きた”例文で学ぶ

日本語表現文型辞典
英・中・韓対訳付き

目黒真実監修,アスク出版編集部編
豊富な例文とモデル会話を通して，使用場面やニ
ュアンスを効果的に理解しながら文型を学習でき
る。文字は大きめで，全ての漢字にルビ付き。文
型解説には英・中・韓の対訳付き。
978-4-87217-682-7 A5 480頁
(2,400)円
'08【発行 アスク出版】

友松悦子,宮本淳,和栗雅子著
新しい日本語能力試験の N1～N3 レベルに対応。
1996 年の発売以来，初めての改訂版です。機能別
にまとめられた文型と改良された練習問題で，体
系的に，効率よく学習することができます。文法
学習の定番書籍です。
978-4-7574-1890-5 B5 258頁
(2,500)円
'10【発行 アルク】

中上～上級

ここがポイント！ レポート・論文
を書くための日本語文法
小森万里,三井久美子著

初～中級(英)

新装版 基礎日本語文法教本
西口光一著
長年好評を得てきた内容を改め，例文の音声 CD
を付けました。一つ一つの文法項目を正しく理解
しながら，初級文法の全体像を理解する文法学習
書です。副教科書としても独習用参考書としても
使えます。
978-4-7574-2005-2 B5 232頁 CD1枚付き
(2,200)円
978-4-7574-2015-1 中国語版
'11【発行 アルク】

初級～上級で習った日本語文法を，レポート・論
文では実際どのように使えばよいのか。読み手に
誤解を与えることなく理解されるための文法力を
伸ばすことができる。日本語の授業だけでなく，
留学生の独学にも最適。
978-4-87424-718-1 B5 160頁 別冊24頁
(1,600)円
'16【発行 くろしお出版】
上級へのとびら

中級

これで身につく文法力
TOBIRA Grammar Power: Exercises for Mastery

初中級(英)(韓)(中)
どんなときどう使うシリーズ
日本語能力試験 N4～N５の重要表現を網羅

改訂版 どんなときどう使う日本語
表現文型 200
初・中級
200 Essential Japanese Expressions:A Guide to
Correct Usage of Key Sentence Patterns

友松悦子,宮本淳,和栗雅子著
「どんなときどう使う」シリーズの初・中級編。
文型を「依頼・申し出」など，機能で分け，実力
チェック→例文や解説で使い方を把握→練習問題
で定着度を確認，という流れで確実に中級への力
を付けることができます。
978-4-7574-2260-5 B5 232頁

(2,400)円
'13【発行 アルク】

筒井通雄監修,江森祥子,花井善朗,
石川智主筆,岡まゆみ,近藤純子副筆
中級日本語教材『上級へのとびら』の文法ワーク
ブック。中級の文法力を総合的に鍛えられるよう，
基礎問題から発展，応用問題まで段階的かつ，バ
ラエティに富んだ出題で文法力を本格的に養う。
切り離しミシン目付きで提出可能。
978-4-87424-570-5 B5 224頁 別冊32頁
(2,200)円
'12【発行 くろしお出版】
中級

レベルアップ日本語文法 中級
許明子,宮崎恵子著
初級文法を復習しながら，初級・中級レベルの項
目を使い分けを中心に正確に理解し，豊富な例文
や実例を通して実際の運用能力を向上させる。学
習者の疑問に細やかに応える解説と多様な出題形
式で文法力を確実に身につける。
978-4-87424-597-2 B5 280頁 別冊28頁
(2,200)円
'13【発行 くろしお出版】
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初～中級(英)

中級(英)

比べて分かる日本語の助詞

日本語形容詞・副詞ハンドブック

How to Tell the Difference between Japanese
Particles

The Handbook of Japanese Adjectives and Adverbs

茅野直子著
文法

意味の似通った助詞をまとめ,各語の違いを明ら
かにする。助詞の習得を目指す学習者必携の書。
練習問題つき。 ※日本円の価格はご購入時のレ
ートによって変動します。
978-1-56836-479-7 四六 200頁 $19.95
'05【発行 講談社 USA】

神谷妙子著
同著書『日本語動詞ハンドブック』の姉妹編。日
常頻繁に使われる形容詞・副詞をとりあげ，同義
語や意味の似た表現を比較してわかりやすく解説。
漢字・ひらがな・ローマ字を併記し，独習者にも
便利な一冊。 ※日本円の価格はご購入時のレー
トによって変動します。
978-1-56836-416-2 B6 336頁 $25.00
'02【発行 講談社 USA】

初～中級(英)

助詞で変わるあなたの日本語
(新装版)

日本語動詞ハンドブック

中級(英)(Ｒ)

The Handbook of Japanese Verbs

神谷妙子著

All About Particles

茅野直子著
助詞「て・に・を・は」を使いこなすためのバイ
ブル。自然な日本語表現に欠かせない助詞 70 余り
をていねいに解説。日本語・ローマ字・英訳併記
で，豊富な例文と用法で機能的に学習できる。 ※
日本円の価格はご購入時のレートによって変動し
ます。
978-1-56836-419-3 B6 160頁 $16.00
'01【発行 講談社 USA】

動詞の活用型による分類と簡潔な解説で，効率よ
く日本語の動詞が学習できる。動詞と助動詞や助
詞などの結びつきがわかる例文説明。漢字・ひら
がな・ローマ字が併記されているので，独習者に
も適している。 ※日本円の価格はご購入時のレ
ートによって変動します。
978-1-56836-484-1 B6 256頁 $19.00
'01【発行 講談社 USA】
中級(日)

イラストでわかる日本語表現 中級
てにをは辞典

中～上級(英)

川端葉子著

A Dictionary of Japanese Particles

スー・A・川島著
「は/が」「すら」「こそ」「として」……日本語を
話し，聞き，書く上で，学習者を悩ます「助詞」
の使い方を，実用的な例文を豊富に用いて，丁寧
に解説。練習問題付きで，項目ごとに理解度の確
認もできる。 ※日本円の価格はご購入時のレー
トによって変動します。
978-1-56836-542-8 B6 368頁 $22.00
'99【発行 講談社 USA】

日本語基本文型辞典
初級(英)
A Dictionary of Basic Japanese Sentence Patterns
茅野直子著
初級レベルの基礎となる 17 の文型とそのバリエ
ーションを含めた 50 構文を，例文と共に丁寧に解
説した機能的学習書。初級の日本語学習者はもち
ろん，一通りの文法学習を終えた人の知識整理に
も役立つ一冊。 ※日本円の価格はご購入時のレ
ートによって変動します。
978-1-56836-510-7 B6 320頁 $22.00
'00【発行 講談社 USA】

中級レベル（日本語能力試験 N2～N3 レベル）の文
型＆表現を使った例文を，イラストでわかりやす
く解説。日本語能力試験の「文法」対策にも。
978-4-336-05536-1 Ｂ5 232頁
(1,600)円
'12【発行 国書刊行会】

オタジャパ！

上級(日)

オタクな例文で覚える 上級表現＆文型

『オタジャパ！』製作委員会編・著
アニメやマンガが好きな人なら必ずわかる（？）
例文で，表現＆文型を解説。練習問題の形式は日
本語能力試験に準じ，試験対策にも。文法力＆読
解力を鍛える問題「読もう！ オタトピック！」
「敬語の時間」も収録。
978-4-336-05537-8 Ｂ5 120頁
(1,500)円
'12【発行 国書刊行会】
初～初中級

くらべてわかる 初級日本語表現文
型ドリル
Learning through comparison Sentence pattern

岡本牧子,氏原庸子共著
初級の学習項目の中から意味や使い方の違いがわ
かりにくいものなど 55 のテーマを取り上げ，丁寧
に解説，比較対照表でポイントを整理。さらに，
会話を中心とした豊富な例文と練習問題を通して
実践力をトレーニング。
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978-4-86392-004-0 B5 144頁 別冊20頁
(1,400)円
'10【発行 Ｊリサーチ出版】
中級(英)(韓)(中)

岡本牧子,氏原庸子共著
学習者を悩ませる紛らわしい文型や表現を対照表
で徹底比較，意味や用法の違いを明らかにしてい
く。さらに会話文を中心とした例文とドリルで運
用力を高める。75 のテーマごとに見開き 2 ページ
でわかりやすく構成。
978-4-86392-098-9 B5 本冊168頁 別冊20頁
(1,500)円
'12【発行 Ｊリサーチ出版】

Nihongo Drills for Intermediate Learners
[Grammar] Challenge Version

松本節子,岩見智恵子,浜畑祐子,盛田真規子,
山田純子,松倉有紀,富山典子著
『初級から中級への日本語ドリル〈文法〉』よりも
レベルアップした問題に挑戦する「チャレンジ編」。
初級の復習項目に加え日常的な口語表現や，新聞
などで使われる書き言葉も多数収録。日本語能力
試験 N2 レベル対応。
978-4-7890-1510-3 B5 160頁
(1,200)円
'12【発行 ジャパンタイムズ】

日本語基本文法辞典
初級(英)(Ｒ)
A Dictionary of Basic Japanese Grammar
初～初中級(英)

An Introduction to Japanese
Grammar and Communication
Strategies [Revised Edition]
日本語の文法とコミュニケーション･ストラテジー
[改訂版]

泉子・K・メイナード著
初級文法への理解を深め，実際のコミュニケーシ
ョンに運用できることをめざし，言語ストラテジ
ーの視点を加えて 130 項目にわたり英文で丁寧に
解説した文法参考書。副教材として，また中級者
の復習用として，幅広く使える 1 冊。
978-4-7890-1338-3 A5 416頁
(2,800)円
'09【発行 ジャパンタイムズ】
初中級(英)(韓)(中)

初級から中級への日本語ドリル
〈文法〉
Nihongo Drills for Intermediate Learners
[Grammar]

松本節子,佐久間良子,浜畑祐子,岩見智恵子,
菅野章子,盛田真規子著
文法説明だけではなく，基本項目を使った例文を
比べながら読むことで，使い分けの難しい用法や
紛らわしい表現の違いなどを理解できるようにな
る 1 冊。中級を目指すために必要な文法力の基礎
固めに最適。〈語彙〉の姉妹編。
978-4-7890-1328-4 B5 160頁
(1,200)円
'08【発行 ジャパンタイムズ】

牧野成一,筒井通雄著
辞典形式による初級文法書のロングセラー。初級
の学習項目約 200 を取り上げ，英文で詳しく解説。
教科書の文法説明に満足していない人，基本文法
を復習したい人，また英語話者に教える教師にも
必携の 1 冊。
978-4-7890-0454-1 B6 648頁
(2,806)円
'89【発行 ジャパンタイムズ】

日本語文法辞典〔中級編〕
中級(英)
A Dictionary of Intermediate Japanese Grammar
牧野成一,筒井通雄著
『A Dictionary of Basic Japanese Grammar』の
続編。中級レベルの学習項目を約 200 取り上げ，
豊富な例文と詳しい解説で教科書だけではわかり
にくい点まで丁寧に解き明かす。
978-4-7890-0775-7 B6 840頁
(3,700)円
'95【発行 ジャパンタイムズ】

日本語文法辞典〔上級編〕
上級(英)
A Dictionary of Advanced Japanese Grammar
牧野成一,筒井通雄著
シリーズ待望の上級編。見出し語総数 230 語，関
連語延べ 430 語を収録し，意味・語法から使い分
けまで，豊富な例文とともに英文で詳しく解説。
巻頭には丁寧表現や比喩など上級文法に欠かせな
いトピックを掲載。
978-4-7890-1295-9 B6 848頁
(3,800)円
'08【発行 ジャパンタイムズ】
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文法

くらべてわかる 中級日本語表現文
型ドリル

初中～中級(英)(韓)(中)

初級から中級への日本語ドリル
〈文法〉チャレンジ編

日本語文法演習
日本語文法演習

上級

自動詞・他動詞、使役、受身
－ボイス－

日本語文法演習
日本語文法演習

上級

ことがらの関係を表す表現
－複文－

安藤節子,小川誉子美著

小川誉子美,三枝令子著

文法

自・他動詞，使役，受身についてそれぞれの全体
像を示すと同時に，相互の関連，使い分けを平易
な表現で簡明に提示。個々の機能を運用に照らし
合わせながら体系的に学習できる。

上級学習者にとって難易度の高い「複文」の「順
接条件，逆接条件，時の表現，原因・理由」につ
いて，「問い→ルール→練習」の手順をふみながら，
運用力の養成を目指す。

978-4-88319-192-5 B5 80頁 別冊15頁 (1,300)円
'01【発行 スリーエーネットワーク】

978-4-88319-322-6 B5 106頁 別冊22頁

日本語文法演習
日本語文法演習

(1,300)円
'04【発行 スリーエーネットワーク】

上級
日本語文法演習
日本語文法演習

時間を表す表現
－テンス・アスペクト－改訂版
庵功雄,清水佳子著

上級

助詞－「は」と「が」、複合格助詞、
とりたて助詞など－
中西久実子,庵功雄著

テンス・アスペクトについて，上級レベルを目指
す学習者が，ルールを発見しながら，微妙な使い
分けができるようになることを目的としている。
初版刊行後に提出されたこの分野の研究成果を反
映し，再構築した改訂版。

本書は，文法をわかりやすく整理，説明し，使い
方の練習をするための教材。上級学習者にとって
も使い方の難しい，「は」と「が」，複合格助詞，
とりたて助詞などを扱っている。

978-4-88319-726-2 B5 85頁 別冊16頁 (1,300)円
'16【発行 スリーエーネットワーク】

978-4-88319-540-4 B5 59頁 別冊13頁 (1,300)円
'10【発行 スリーエーネットワーク】

日本語文法演習
日本語文法演習

上級

敬語を中心とした対人関係の表現
－待遇表現－

日本語文法演習
日本語文法演習

上級

まとまりを作る表現－指示詞、
接続詞、のだ・わけだ・からだ－

小川誉子美,前田直子著

庵功雄,三枝令子著

「敬語を中心とした対人関係の表現」という視点
から「待遇表現」を扱うテキスト。敬語の用法，
授受表現などを学んだ後，場面に応じた使い方と
表現を学べる。

指示詞，接続詞，のだ・わけだ・からだといった
文のまとまりを作る文法項目について，体系的に
知識を深め，上級で必要な詳しい用法などを取り
上げて学習するテキスト。

978-4-88319-272-4 B5 102頁 別冊23頁

978-4-88319-648-7 B5 84頁 別冊15頁 (1,300)円
'13【発行 スリーエーネットワーク】

(1,300)円
'03【発行 スリーエーネットワーク】
日本語文法演習
日本語文法演習

上級

話し手の気持ちを表す表現
－モダリティ・終助詞－
三枝令子,中西久実子著
モダリティ・終助詞の使い分けには，場面や人間
関係などの条件が作用している。本書ではどんな
ときにどんな形式を使えばいいのか，またその使
い分けについてわかるようなルールを提示してい
る。
978-4-88319-281-6 B5 84頁 別冊14頁 (1,300)円
'03【発行 スリーエーネットワーク】
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はじめよう日本語初級
改訂版 毎日使えてしっかり身につく

初級

はじめよう日本語
初級１ドリルと文法
TIJ 東京日本語研修所著
『改訂版 毎日使えてしっかり身につく はじめよう
日本語初級１ メインテキスト』に準拠。
「読む」「書く」の活動を通して，運用力を支える
「文法力」の強化に。
978-4-88319-636-4 B5 147頁 別冊28頁
(1,200)円
'13【発行 スリーエーネットワーク】

はじめよう日本語初級
改訂版 毎日使えてしっかり身につく

中級(英)(韓)(中)

初級

中級日本語文法要点整理
ポイント 20

はじめよう日本語
初級２ドリルと文法

友松悦子,和栗雅子著

TIJ 東京日本語研修所著

978-4-88319-651-7 B5 141頁 別冊32頁
(1,200)円
'13【発行 スリーエーネットワーク】
初中級(英)

ひとりでできる初級日本語文法の復
習 英語版

中～上級(英)

英文 間違えやすい日本語語法
A STUDENTS' GUIDE TO JAPANESE GRAMMAR

マクグロイン花岡直美著
重野美枝,関かおる,錦見静惠著
『完全マスター3 級日本語能力試験文法問題対策』
の改訂版。
初級文型の復習・確認ができる独習教材。例文に
英語訳をつけた英語版。
978-4-88319-541-1 A5 239頁
(1,200)円
'10【発行 スリーエーネットワーク】

「～する間に」と「～するうちに」，「～する前に」
と「～しないうちに」など，日本人でも説明しに
くい日本語の語法を集め，新知見を援用しながら
わかりやすく解説したコンパクトなテキスト。日
本語による本書の要約付。
978-4-469-22065-0 A5 168頁
(1,200)円
'89【発行 大修館書店】

初中級(中)

ローマ字日本語６週間
ひとりでできる初級日本語文法の復
習 中国語版
重野美枝,関かおる,錦見静惠著
『完全マスター3 級日本語能力試験文法問題対策』
の改訂版。
初級文型の復習・確認ができる独習教材。例文に
中国語訳をつけた中国語版。
978-4-88319-545-9 A5 239頁
(1,200)円
'10【発行 スリーエーネットワーク】

初級(英)(Ｒ)

Japanese in Six Weeks

高橋恭子著
日本語文法のミニ辞典。日本語学習者が習得しに
くい用言の活用，敬語及び助詞の用法に重点を置
いて詳細に解説してある。6 週間で正しい日本語
を身につけることができる。
978-4-88463-086-7 A6 256頁
(1,400)円
'04【発行 大盛堂書房】

日本語への招待 (日本語版)
初級(英)(韓)(中)
－文法と語彙－

短期集中 初級日本語文法総まとめ
ポイント 20

奥津敬一郎,田中章夫著,
国際交流基金日本語国際センター編
978-4-89358-043-6 A5 184頁

友松悦子,和栗雅子著
初級の学習を終えた人が，短時間で集中的に初級
全体の学習事項を整理するための教材。大切なポ
イントを 20 項目に分け，次第に奥へ進めるように
構成。中級へ進む橋渡しに最適。
978-4-88319-328-8 B5 129頁 別冊25頁
(1,400)円
'04【発行 スリーエーネットワーク】

(1,796)円
'90【発行 凡人社】

新・わくわく文法リスニング 100
―耳で学ぶ日本語― [1]［2］
→p.69
'17【発行 凡人社】
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文法

『改訂版 毎日使えてしっかり身につく はじめよう
日本語初級 2 メインテキスト』に準拠。
「読む」「書く」の活動を通して，運用力を支える
「文法力」の強化に。

中級で学習する文法関連項目の全体像を見渡せる
よう作成した練習問題付き学習書。助詞，複文，
待遇表現等の重要表現を 20 項目に分け，段階を踏
みながら練習。単語，説明，解説に英中韓の翻訳
付きで独学にも便利。
978-4-88319-457-5 B5 296頁 別冊40頁
(2,000)円
'07【発行 スリーエーネットワーク】

徹底！ 活用ドリル

初級

る最新の解説書。全面英文対応，実践に役立つ練
習文付。

書いて覚える，書いて身につく

凡人社編著

(900017) Vol.Ⅰ B5 106頁
(1,262)円
978-4-9900153-1-2 Vol.Ⅱ（副詞編） B5 193頁
(1,456)円
'91～92【発売 凡人社】

文法

日本語の初級文型の中核をなす活用のルールを見
やすい表にビジュアル化。表でルールを確認した
ら，徹底的にドリルし，95 の文型練習でさらにド
リル！ 4 択形式の総まとめの問題も掲載。活用
への苦手意識を解消し，正確さ・流暢さを伸ばす。

初級から中級への橋渡しシリーズ②

978-4-89358-808-1 B5 104頁 別冊24頁

文法が弱いあなたへ

(1,000)円
'11【発行 凡人社】
初級

どんどん使える！
日本語文型トレーニング（初級）
坂本正監修,加藤文,小柏有香,早野香代,
坂大京子著
多くの初級の日本語教科書は機械的な練習が中心
になっている。しかし，日本語の運用力は機械的
な練習ばかりをくり返しても身につかない。本書
は，会話文や文章全体の流れを把握し，意味を理
解したうえで，目標の文型を適切に使って答える
「考えて解く」文型練習問題集。授業の補助教材，
宿題や小テスト，課やコースの終わりの復習など
に最適。
978-4-89358-809-8 B5 211頁 別冊28頁
(1,800)円
'11【発行 凡人社】

初～中級

足立章子,金田智子,鈴木有香,武田聡子著
初級の文法は一通り勉強し終わったけれど，まだ
うまく使えない，自信が無いという学習者のため
のステップアップ問題集。重要かつ実用的な 39
の文法項目を取り上げ，復習・定着を主眼とした
練習問題と，楽しみながら応用力を身につける読
解問題とで構成。
978-4-89358-513-4 B5 92頁
(1,200)円
'02【発行 凡人社】

外国人のための助詞

初～中級

その教え方と覚え方

茅野直子,秋元美晴著
助詞は，ただ暗記するのではなく，その用法を考
えながら学習するとむずかしいものではない。本
テキストは，助詞をその働きの上から例を使って
系統的に並べて整理し，用法を解説し，練習問題
を付けたものである。
978-4-8386-0501-9 B5 90頁
(1,000)円
'86【発行 武蔵野書院】

中級

どんどん使える！
日本語文型トレーニング（中級）

日本語の文構造

初中級(日)

文の樹形図

酒井優子著
坂本正監修,加藤文,小柏有香,坂大京子,
安井朱美著
本書は，会話や文章全体の流れを把握し，意味を
理解した上で，目標の文型を適切に使って答える
「考えて解く」文型練習問題集。中級の総合テキ
ストに不足しがちな文型練習が豊富にそろってお
り，授業の補助教材，宿題や小テスト，課やコー
スの終わりの復習などに最適。文脈重視の解きご
たえのある問題がそろっており，上級の学習者に
もおすすめ。
978-4-89358-830-2 B5 210頁 別冊24頁
(1,800)円
'12【発行 凡人社】
初級(英)

日本語，こんなときどうする？
TIPS FOR IMPROVING YOUR JAPANESE

日本語構文研究グループ著
〔Vol.Ⅰ〕授業中よく見られる不自然な日本語の
問題点を豊富な例文を掲げて説明。漢字にはふり
がなをつけてあり，初級課程修了者でも使用可能。
英訳付き。〔Vol.Ⅱ〕「そうそう，かなり，ずいぶ
ん，やたらに，せっかく，やはり…」日本語で最
もむずかしい副詞がすぐにわかる，現場教師によ
56

「内容が形式を規定する」という認識原理に基づ
き，様々な日本語の文章を例にその認識構造を樹
形図で示すことで，歴史や文化を背負った実在と
しての日本語の個別性と言語の普遍性を明らかに
する。教材用テキスト。
978-4-89798-675-3 A5 104頁
(600)円
'11【発行 リーベル出版】

読解
Japanese Graded Readers

初級(日)

にほんご よむよむ文庫

NPO 多言語多読（旧日本語多読研究会）監修
文字数を 1 冊 400 字以内とし，負担感をぐっと軽
減。日常の挨拶・習慣・文化を織り込んだ話やノ
ンフィクションが挿絵とともに楽しめます。朗読
CD にはところどころに効果音も入って，聴く楽し
みも倍増です。
Vol.1（①桜，②大豆，③木村家の毎日「いってき
ます」，④木村家の毎日「いただきます」，⑤木村
家の毎日「一郎，学校へ」，⑥西町交番の良さん「交
番はどこ？」）
Vol.2（⑦風と太陽―イソップ物語より―，⑧木村
家の毎日「ただいま」，⑨木村家の毎日「お正月」，
⑩西町交番の良さん「にわにわに」，⑪西町交番の
良さん「助けて！」，⑫これは何の数字？―数字で
見る日本―）
Vol.3（⑬ウサギとカメ―イソップ物語より―，⑭
西町交番の良さん「良さんのクリスマス」 ，⑮西
町交番の良さん「落とし物がいっぱい」，⑯東京の
電車 ，⑰木村家の毎日「結婚式」 ，⑱七夕―織
姫と彦星の話―）
978-4-87217-711-4 Vol.1 A5 16頁×6冊 CD付き
(2,300)円
978-4-87217-749-7 Vol.2 A5 16頁×6冊 CD付き
(2,300)円
978-4-87217-912-5 Vol.3 A5 16頁×6冊 CD付き
(2,300)円
'09～14【発行 アスク出版】
Japanese Graded Readers

初級(日)

レベル別日本語多読ライブラリー
レベル 1 Vol.1,2,3

⑮ジョンさんの夏休み）
978-4-87217-624-7 Vol.1 A5 24頁×5冊 CD付き
(2,300)円
978-4-87217-641-4 Vol.2 A5 24頁×5冊 CD付き
(2,300)円
978-4-87217-671-1 Vol.3 A5 24頁×5冊 CD付き
(2,300)円
'06～08【発行 アスク出版】
Japanese Graded Readers

初級(日)

レベル別日本語多読ライブラリー
レベル 2 Vol.1,2,3
にほんごよむよむ文庫

NPO 多言語多読（旧日本語多読研究会）監修
昔話からノンフィクションまで，初級後半レベル
の読み物が全 15 タイトル！文字数は 1 冊 1500 ～
2500 字とし，漢字・カタカナには全てひらがな付
き，挿絵も豊富なので，辞書を引かずに読み進め
られます。たくさん読むうちに，語彙・表現が自
然に体の中に溜まっていきます！
Vol.1（①絵姿母さん，②桃太郎，③クリスマスプ
レゼント，④象のトンキー，⑤一休さん）
Vol.2（⑥富士山，⑦わらしべ長者，⑧一寸法師，
⑨トルストイ民話集，⑩最後の葉）
Vol.3（⑪日本のお風呂，⑫いろいろな国の昔話―
中国―，⑬ごん狐，⑭ソーピーの冬の家，⑮一休
さん―その 2―）
978-4-87217-625-4 Vol.1 A5 24頁×5冊 CD付き
(2,300)円
978-4-87217-642-1 Vol.2 A5 24頁×5冊 CD付き
(2,300)円
978-4-87217-672-8 Vol.3 A5 24頁×5冊 CD付き
(2,300)円
'06～08【発行 アスク出版】
Japanese Graded Readers

初中級(日)

にほんごよむよむ文庫

NPO 多言語多読（旧日本語多読研究会）監修
昔話からノンフィクションまで，初級前半レベル
の読み物が全 15 タイトル！文字数は１冊 400～
1500 字とし，漢字・カタカナには全てひらがな付
き，挿絵も豊富なので，辞書を引かずに読み進め
られます。たくさん読むうちに，語彙・表現が自
然に体の中に溜まっていきます！
Vol.1（①女の子，②ハチの話，③ジョンさん日本
へ，④浦島太郎，⑤笑い話）
Vol.2（⑥タクシー，⑦寿司・すし・SUSHI，⑧笠
地蔵，⑨ジョンさんバスの中で，⑩どうして猿の
尾は短い？どうしてクラゲは骨がない？）
Vol.3（⑪バス，⑫着物，⑬どうしてエビの体は曲
がった？どうしてねこ年がない？，⑭舌切り雀，

レベル別日本語多読ライブラリー
レベル 3 Vol.1,2,3
にほんごよむよむ文庫

NPO 多言語多読（旧日本語多読研究会）監修
有名な小説からノンフィクションまで，初中級レ
ベルの読み物が全 15 タイトル！文字数は 1 冊
2500～5000 字とし，漢字・カタカナには全てひら
がな付き，挿絵も豊富なので，辞書を引かずに読
み進められます。たくさん読むうちに，語彙・表
現が自然に体の中に溜まっていきます！
Vol.1（①小泉八雲の怖い話，②注文の多い料理店，
③かぐや姫，④この人だあれ？，⑤芥川龍之介短
編集）
Vol.2（⑥かげのこいびと，⑦鶴の恩返し，
⑧魔術，
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読解

レベル別日本語多読ライブラリー
レベル 0 Vol.1,2,3

⑨日本の神話，⑩落語）

試験に強くなる！

Vol.3
（⑪幸せな王子，⑫アラジンと魔法のランプ，
⑬吉備津の釜，⑭カップヌードル/カラオケ/ウォ
ークマン，⑮地震と津波)

中上級学習者のための日本語読解ワ
ークブック

読解

978-4-87217-626-1 Vol.1 A5 32頁×5冊 CD付き
(2,300)円
978-4-87217-643-8 Vol.2 A5 32頁×5冊 CD付き
(2,300)円
978-4-87217-703-9 Vol.3 A5 32頁×5冊 CD付き
(2,300)円
'06～09【発行 アスク出版】
Japanese Graded Readers

中級(日)

レベル別日本語多読ライブラリー
レベル 4 Vol.1,2,3

中上級(英)(韓)(中)(日)

目黒真実著
読解力を高めるためには，語彙量・文法知識など
に加え，さまざまな分野の背景知識を増やすこと
も重要。本書では，日本語能力試験，日本留学試
験等によく出題される 13 の分野を取り上げ，52
の読解素材を収録。別冊には，英語・中国語・韓
国語の対訳付語彙リスト付き。
978-4-7574-1622-2 B5 149頁 別冊40頁
(2,400)円
'09【発行 アルク】
初～中級(英)(韓)(中)(ベ)
初中級学習者向け日本語教材

にほんごよむよむ文庫

NPO 多言語多読（旧日本語多読研究会）監修
有名な小説からノンフィクションまで，中級レベ
ルの読み物が全 15 タイトル！文字数は 1 冊 5000
～10000 字とし，漢字には全てひらがな付き，挿
絵も豊富なので，辞書を引かずに読み進められま
す。たくさん読むうちに，語彙・表現が自然に体
の中に溜まっていきます！
Vol.1（①雪女，②永井隆，③杜子春，④走れメロ
ス，⑤野菊の墓）
Vol.2（⑥相撲，⑦小泉八雲の怖い話 2，⑧東京を
歩こう！，⑨世界のどこかで日本のどこかで，⑩
森鷗外短編集）
Vol.3（⑪日本の食卓，⑫坊っちゃん（上），⑬坊
っちゃん（下），⑭四十七人の侍，⑮ローマの休日）
978-4-87217-627-8 Vol.1 A5 40頁×5冊 CD付き
(2,300)円
978-4-87217-644-5 Vol.2 A5 40頁×5冊 CD付き
(2,300)円
978-4-86639-065-9 Vol.3 A5 40頁×5冊 CD付き
(2,300)円
'06～17【発行 アスク出版】
試験に強くなる！

（公財）京都日本語教育センター編
村上春樹，向田邦子など，日本を代表する作家の
作品の中から，学習者の知的好奇心をそそるトピ
ックを収録。また，主な初級文法項目が復習でき
るようになっています。各章末には自由に作文で
きるページもあります。
978-4-7574-2298-8 B5 104頁 別冊41頁
CD2枚付き (2,400)円
'13【発行 アルク】
中上級(英)(韓)(中)(ベ)
中上級学習者向け日本語教材

日本文化を読む
（公財）京都日本語教育センター編
日本の小説，エッセイなどを楽しみながら読解の
力を付ける教材。村上春樹，よしもとばなな，川
端康成など海外でも人気のある作家の作品や科学，
建築学，法律などさまざまな分野の評論を選定。
978-4-7574-2231-5 B5 112頁 別冊48頁 CD2枚
(2,400)円
'12【発行 アルク】

上級(英)(韓)(中)(ベ)

上級学習者のための日本語読解ワー
クブック
目黒真実著
読解力を高めるためには，語彙量・文法知識など
に加え，さまざまな分野の背景知識を増やすこと
も重要。本書では，日本語能力試験，日本留学試
験等によく出題される 14 の分野と，48 の読解素
材を収録。別冊には，英語・中国語・韓国語・ベ
トナム語の対訳付語彙リスト付き。
978-4-7574-1929-2 B5 203頁 別冊66頁
(2,400)円
'10【発行 アルク】
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日本文化を読む

上級学習者向け日本語教材

上級(英)(韓)(中)

日本文化を読む
(公財)京都日本語教育センター編
楽しみながらじっくり読める上級教材。芥川龍之
介，安部公房，宮本輝，瀬戸内寂聴などの作品 18
編採録。英語，中国語，韓国語に対応した語彙リ
ストと朗読音声 CD 付。独学教材としてもクラス教
材としても使える 1 冊。
978-4-7574-1473-0 B5 147頁 別冊解答13頁
語彙リスト30頁 CD2枚付き (2,400)円
'08【発行 アルク】

中級(英)(中)(ベ)

話す・書くにつながる！
日本語読解中級

日本語学習者のための日本研究シリーズ 2

上級

日本の映画史
10 のテーマ

平野共余子著,砂川有里子,砂川裕一,
アンドレイ・ベケシュ,福西敏宏編

小野恵久子,遠藤千鶴,大久保伸枝,
山中みどり著

978-4-7574-2685-6 B5 93頁 別冊12頁 (2,000)円
'16【発行 アルク】

専門的な単行本を読み解く力を養い，日本文化・
社会への知識や教養を高めるための上級日本語学
習用読み物シリーズ。日本映画から見えてくる多
彩な日本文化や人間模様，歴史的背景から映画手
法まで，その魅力の数々を描く。
978-4-87424-632-0 A5 173頁
(1,400)円
'14【発行 くろしお出版】
日本語学習者のための日本研究シリーズ 3

上級

中上級(英)(中)(ベ)

日本古典の花園を歩く
話す・書くにつながる！
日本語読解中上級

林四郎著,砂川有里子,砂川裕一,
アンドレイ・ベケシュ編

小野恵久子,遠藤千鶴,大久保伸枝,
山中みどり著
話したくなる・調べたくなる 13 の読解素材。文章
をまとめ筆者の思惑を模索します。内容への興
味・理解を深め，話し合いや発表する課題で，日
本語で表現する力も養います。翻訳語彙リストダ
ウンロードサービスあり
978-4-7574-2686-3 B5 94頁 別冊11頁 (2,000)円
'16【発行 アルク】

古事記，竹取物語，今昔物語，宇治拾遺物語，平
家物語，古今和歌集，伊勢物語など，上代から近
代の詩歌までの古典の名作を「夢」「光」「流れ」
の三つのテーマを軸に，著者独得の観点から論究
する。
978-4-87424-694-8 A5 184頁
(1,400)円
'16【発行 くろしお出版】

読む力
中上級

The Great Japanese 30 の物語
上級

中

人物で学ぶ日本語

石川智著
著名な日本人の物語を通して，日本文化や社会問
題，考え方等を学び，知的好奇心を刺激しながら
読解力を高める日本語読解教材。日本語能力試験
N2 レベルの文法表現 256・単語 654 を収録，文法・
語彙力も伸ばす。
978-4-87424-702-0 B5 160頁 別冊48頁

日本語学習者のための日本研究シリーズ 1

上級

日本思想におけるユートピア
高橋武智著,砂川有里子,砂川裕一,
アンドレイ・ベケシュ,福西敏宏編
専門的な単行本を読み解く力を養い，日本文化・
社会への知識や教養を高めることを目的とした上
級日本語学習用読み物シリーズ。古代神話，民衆
運動，思想家，近代文学をテーマに日本における
「ユートピア思想」の歴史をたどる。

中級

大学等で学ぶ／学ぼうとする日本語学習者のため
の，「アカデミックな読み」の力を伸ばす教材。著
名人エッセイや新聞記事など，読み応えある文章
を厳選。言語タスク・認知タスクとスキル表で，
得意・不得意を確認しながら学べる。
978-4-87424-518-7 B5 116頁 別冊24頁
(1,600)円
'11【発行 くろしお出版】

読む力

(2,000)円
'16【発行 くろしお出版】

中級

奥田純子監修,竹田悦子,久次優子,丸山友子,
八塚祥江,尾上正紀,矢田まり子編著

中上級

中上級

奥田純子監修,竹田悦子,丸山友子,久次優子,
八塚祥江,尾上正紀,矢田まり子編著
専門学校以上への進学を希望する日本語学習者の
ためにアカデミックな読みを鍛える読解教材。著
名人エッセイや新聞記事など，読み応えある文章
を厳選。言語・認知タスクに加え，クリティカル・
リーディングを体験し上級への読みを獲得する。
978-4-87424-584-2 B5 176頁 別冊36頁
(1,900)円
'13【発行 くろしお出版】

978-4-87424-631-3 A5 107頁
(1,200)円
'14【発行 くろしお出版】
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読解

話したくなる・調べたくなる 12 の読解素材。文章
をまとめ筆者の思惑を模索します。内容への興
味・理解を深め，話し合いや発表する課題で，日
本語で表現する力も養います。翻訳語彙リストダ
ウンロードサービスあり

日本語を学ぶ人たちのための

日本語文型ハンドブック 初～中級(英)
Japanese Sentence Patterns for Effective
Communication
神谷妙子著

読解

本書は「条件」「受身」「比較」「否定」など,機能
別の 12 チャプターで構成。142 通りの文型例を通
して英語と日本語とを比較しながら,機能別基本
文型を身につけ,実際のコミュニケーションに役
立てることができる。 ※日本円の価格はご購入
時のレートによって変動します。
978-1-56836-420-9 B6 362頁 $22.00
'05【発行 講談社 USA】

中～上級

日本語を楽しく読む本・中上級
ENJOYABLE TASK READING IN JAPANESE:
Pre-Advanced

小出慶一著
中級後半～上級向けの読解教材。『日本語を楽し
く読む本・中級』の続編。予備教育，一般成人向
け。小説，解説，エッセイなどを素材にさまざま
なタスク付。8 課から成る。学習時間は 20 時間程
度。語彙レベルは 5,000～10,000 語。
978-4-89358-238-6 B5 130頁
(2,000)円
'93【発行 産業能率大学出版部】
【発売 凡人社】

上級(日)
上級(日)

日本語を学ぶ人のための「上級読解」
入門
仙波千枝著
さまざまなトピックの文章と，「精読」のための問
題を厳選。わかりやすい解説で，どんどん文章が
読めるように。語彙・表現がすぐに調べられるリ
ストも収録。日本語能力試験（N1～N2 レベル）・
日本留学試験対策にも。
978-4-336-05970-3 B5 192頁
(1,500)円
'15【発行 国書刊行会】
日本語を学ぶ人たちのための

留学生のための現代日本語読解
Modern Japanese Reading Comprehension for
Foreign Students

岩佐靖夫,片桐史尚,桜井隆,横道千秋著
日本の大学で学ぶ留学生向けの読解本。外国人留
学生が読んでみたい現代の小説やエッセイ 11 作
を読解教材として収録。授業・独学の両方に対応
できるように配慮。別冊にて解答・解説付き。
978-4-901429-31-3 A5 159頁 別冊付録26頁
(1,500)円
'06【発行 Ｊリサーチ出版】

初中級

日本語を楽しく読む本・初中級
日本語読解 攻略の秘訣

ENJOYABLE TASK READING IN JAPANESE:
Pre-Intermediate

上級

일본어 독해의 비결

ホン・ソンピル著
小出慶一著
初級後半から中級前半程度(語彙レベル 2,000～
5,000 語)の学習者向け読解教材。笑い話・心理
学・昔話など幅広い領域から身近な話題を取り上
げ，学習段階に合わせた多角的な読み方ができる
よう構成。
978-4-89358-339-0 B5 94頁
(2,000)円
'96【発行 産業能率大学出版部】
【発売 凡人社】
日本語を学ぶ人たちのための

中級

学習者が最も苦手とする読解専用教材。読解問題
を解くためのポイントを各章ごとに提示。例題解説-練習問題を通して解き方のコツをマスター
する。JLPT・EJU の実践問題付。
978-89-402-9121-4 四六倍 224頁
(2,800)円
'13【発行 時事日本語社】
中上級(英)

[改訂新版]新聞で学ぶ日本語
Nihongo through Newspaper Articles [Revised
Edition]

日本語を楽しく読む本・中級
ENJOYABLE TASK READING IN JAPANESE: Intermediate

産能短期大学編著
日本語を 9 か月～1 年程度学習した成人の中級学
習者を対象とし，読解スキル養成を目的とする。
語彙は約 3,500 前後。全体で 9 課。物語，エッセ
イ，やや専門的な解説文等をテキストとし，豊富
なタスクが付されている。
978-4-89358-117-4 B5 114頁
(2,000)円
'91【発行 産業能率大学出版部】
【発売 凡人社】
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水谷修,水谷信子著
現代日本の話題を扱ったニュース 60 本を題材に，
「読む・聞く・話す」を総合的に習得できる中・
上級用テキスト。記事を読んだり，放送スタイル
で読まれたニュースを聞くことで，会話へと発展
させる練習を行う。
978-4-7890-1282-9 B5 168頁 CD2枚付き
(2,500)円
'07【発行 ジャパンタイムズ】

中～上級(英)

Rapid Reading Japanese [Second Edition]

岡まゆみ著

初級(イ)(英)(韓)(タ)(中)(ベ)

978-4-7890-1518-9 B5 176頁
(2,600)円
'13【発行 ジャパンタイムズ】

牧野昭子,澤田幸子,重川明美,田中よね,
水野マリ子著
『みんなの日本語初級Ⅱ 第 2 版 本冊』準拠。初
級Ⅰからステップアップした少し長めの物語，解
説文，メール，インタビュー，クイズ，アンケー
トなど，様々なタイプの読み物がそろっている。
978-4-88319-712-5 B5 91頁 別冊71頁 (1,400)円
'16【発行 スリーエーネットワーク】

(日)

中～上級

新聞の読解
にほんご多読ブックス
内田安伊子,内田紀子著
新聞独自の構成などを知り，新聞の読み方を身に
つける教材。第 1 部で構成の特徴，見出しやリー
ドについて，第 2 部で分野別の記事の特徴を学ぶ。
巻末に政治機構図などの背景情報，別冊に本文で
使用した記事の実物が入っている。
978-4-88319-475-9 B5 104頁 別冊35頁
(1,400)円
'08【発行 スリーエーネットワーク】

初中級
みんなの日本語

小説 ミラーさん
－みんなの日本語初級シリーズ－

横山悠太著
初級の文型，語彙の範囲で書かれた 1 話完結の短
編集（全 18 話）。『みんなの日本語』の登場人物，
ミラーさんが主人公。初級日本語を修了した方に
おすすめ。（読解問題はありません）
978-4-88319-755-2 A5変 147頁
(1,000)円
'17【発行 スリーエーネットワーク】
みんなの日本語

初級(イ)(英)(韓)(タ)(中)(ベ)

みんなの日本語初級Ⅰ 第 2 版
初級で読めるトピック 25
牧野昭子,澤田幸子,重川明美,田中よね,
水野マリ子著
『みんなの日本語初級Ⅰ 第 2 版 本冊』準拠。初
級の段階から「読む」練習ができる。文字や数字
に慣れる練習からはじまり，学習者に身近な生活
情報から，日本事情に関するものまで，幅広いト
ピックを様々な形式で掲載。
978-4-88319-689-0 B5 67頁 別冊44頁 (1,400)円
'14【発行 スリーエーネットワーク】

NPO 多言語多読監修
昔話や小説，伝記，ノンフィクションなどを収録。
0 から 5 まで 6 段階のレベル別で，やさしいもの
から順に無理なく読み進められる。本書中に記載
の URL から，朗読音声(MP3)のダウンロードも可能。
vol.1 ①田舎のネズミと町のネズミ ②屋久島 ③
船 ④招き猫 ⑤サルとカニ ⑥裸の王様 ⑦赤ずき
んちゃん
vol.2 ①悪魔の散歩 ②ジャックと豆の木 ③シン
デレラ ④二人の恋人―他２話 ⑤ヘンゼルとグレ
ーテル ⑥老人の町 ⑦屁っこき嫁
vol.3 ①よだかの星 ②梨とり兄弟 ③ばかオンダ
ル ④海幸山幸――日本の神話 ⑤大男の話 ⑥天
狗の鼻 ⑦五兵衛と津波
vol.4 ①落語―「馬小屋の火事」「風呂敷包み」 ②
女王 卑弥呼 ③広島・宮島 ④奈良の大仏 ⑤おち
くぼ物語
vol.5 ①京都 ②中国の悲しい恋物語――「孟姜
女」「梁山伯と祝英台」 ③信長・秀吉・家康――
戦国時代を生きた三武将 ④クリスマス・キャロル
vol.6 ①羅生門・トロッコ ②赤毛クラブ ③坂本
龍馬――日本を変えた若者 ④野口英世――日本
が生んだ世界的医学者
vol.7 ①私 はだれでし ょう？ ② お もしろい！
日本のトイレ ③きょうだい――明と由香の一年
④ニホンザル ⑤日本の行事
vol.8 ①キツネとカラス・ネズミの相談 ②ロボッ
ト D 太――「はじめまして」「いただきます」 ③
ロボット D 太――「日記」④南の島のタクシー ⑤
みにくいアヒルの子 ⑥どうして蚊は人の血を吸
う？
978-4-469-22249-4 vol.1 A5 112頁
レベル0～2（7冊セット，各16～20頁）
(2,400)円
978-4-469-22250-0 vol.2 A5 112頁
レベル2（7冊セット，各16～20頁） (2,400)円
978-4-469-22251-7 vol.3 A5 112頁
レベル3（7冊セット，各16～24頁） (2,500)円
978-4-469-22252-4 vol.4 A5 128頁
レベル4（5冊セット，各24～36頁） (2,500)円
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読解

中・上級者の読解力向上には，日本語を母語のよ
うに読みこなす力が必須になる。本書では学習者
が興味を持てる生教材を使い，スキミング・スキ
ャニングの技術を段階的に練習しながら正確に早
く読める力を養成する。

構成・特徴・分野から学ぶ

みんなの日本語

みんなの日本語初級Ⅱ 第 2 版
初級で読めるトピック 25

中・上級者のための
速読の日本語［第 2 版］

読解

978-4-469-22253-1 vol.5 A5 128頁
レベル4（4冊セット，各36頁） (2,500)円
978-4-469-22254-8 vol.6 A5 160頁
レベル4，5（4冊セット，各24～52頁）
(2,500)円
978-4-469-22257-9 vol.7 A5 96頁
レベル0～1（5冊セット，各16～24頁）
(2,500)円
978-4-469-22258-6 vol.8 A5 104頁
レベル0～1（6冊セット，各16～24頁）
(2,500)円
'16～17【発行 大修館書店】

楽しく読もう

初級

文化外国語専門学校編

日本事情シリーズ

中級(英)

京都・大阪とその周辺 近畿地方
IN AROUND KYOTO AND OSAKA

玉村文郎,玉村千恵子著,日本語教育学会編
400 時間程度の学習経験者の副読本として 35 課で
構成。近畿地方の歴史・文化などの特徴を概括的
に述べてあり，日本文化を専門的に学ぼうとする
学術者が予備的な知識を得ることができる。研修
旅行の解説書にも利用できる。単語表(英語版)付。
(900016) B5 52頁

(1,800)円(品切れ)
'84【発行 凡人社】

速読用の文化エピソード
中級
Japanese Cultural Episodes for Speed Reading
三浦昭,坂本正著

『新文化初級日本語』の副教材。他の，初級さら
には中級以上の教科書を使っている学習者にも利
用できる。日本語学習の初期の段階から少しずつ
「読む力」をつけていくことができるように工夫
して作られている。
(920026) Ⅰ B5 74頁 別冊11頁
(1,800)円
(920027) Ⅱ B5 88頁 別冊11頁
(1,800)円
'96【発行 文化外国語専門学校】
【発売 凡人社】

中級学習者が独力で使える初めての速読教材。日
本文化と欧米文化の違いから生まれるエピソード
74 話を収録。各エピソードについている問題で理
解度を確認できるので，日本人の考え方や習慣な
ど文化的な背景への理解を深めながら速読の訓練
ができる。クラス授業にも使える必携の一冊。
978-4-89358-370-3 B5 256頁 (2,600)円(品切れ)
'97【発行 凡人社】
日本語学習者のための日本事情読本

中上級

中上級(英)

外国人のための新聞の見方・読み方

伝統芸能

How To Read a Japanese Newspaper

能・狂言・文楽・歌舞伎

KIT 教材開発グループ編
本書は，基礎用語 1,000 語をもとに，正確な意味
の把握，文章の理解，慣用的な言い回し，見出し
語の読み方，生の新聞記事と順を追って，しかも
早く最終目的に到達するように構成された新しい
教科書。
978-4-906336-00-5 Ⅰ用語編 B5 192頁

平田悦朗著
978-4-89358-275-1 B5 90頁

(絶版)
'95【発売 凡人社】
初～中級

読解 現代文で読む古典と民話
玉村千恵子著,玉村文郎監修

(2,000)円
978-4-906336-01-2 Ⅱ文章編 B5 180頁
(1,942)円(品切れ)
'86【発売 凡人社】

外国人のための
新聞の見方・読み方 2001
How to Read a Japanese Newspaper 2001

KIT 教材開発グループ編
978-4-906336-04-3 B5 204頁
(2,500)円
978-4-906336-05-0 練習帳 B5 98頁
(1,200)円
'01～02【発売 凡人社】

古典や民話を題材にとり，第 1 部では「平仮名中
心・文節分かち書き」により，第 2 部では「教育
漢字交じり・非分別書法」により 15 話を現代文に
再話。1 部，2 部共，同じ話の繰り返しなので，中
級者のみでなく初級者も学習が可能。大人から子
どもまで，文学を通じて読解力を養い，同時に，
日本人のメンタリティの背景も学ぶことができる。
978-4-89358-181-5 A5 132頁

(絶版)
'92【発行 凡人社】

初級から中級への橋渡しシリーズ④

初～中級

読解をはじめるあなたへ
日本語教育研究所編
好評「初級から中級への橋渡しシリーズ」第 4 弾。
初級のレベルの学習者が早い段階で長文読解に慣
れるとともに読む楽しさを味わえるよう，興味を
もって読めるトピックを集めた。英・中・韓対訳
の別冊語彙リスト付き。
978-4-89358-813-5 B5 86頁
別冊解答・語彙リスト40頁 (1,200)円
'08【発行 凡人社】
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中級日本語読解練習

中級

中～上級(英)(韓)(中)(ロ)

日本語いろいろ

留学生のための読解トレーニング

Reading Practices in Japanese

読む力がアップする 15 のポイント

杉田恵美子,杉浦啓子,木戸貴美,田辺和子,
ピロッタ丸山淳著,田中望監修

中・上級日本語読解練習

中～上級

日本語いろいろ 2
Reading Practices in Japanese 2

杉田恵美子,杉浦啓子,木戸貴美著,
田中望監修
電車の中でも気軽に学べる読解練習教材『日本語
いろいろ』の第 2 弾。今回は，新聞記事が読める
ように，また何よりも 1 人で独習できるように配
慮されている点がおすすめ。

中級前半以上の学習者を対象に，日本語の文章が
正しく理解できるようになることを目指す教科書。
多彩なジャンルの読み物を通して，読む技術が使
えるようにトレーニング。日常で行う読みはもち
ろん，日本語能力試験や日本留学試験の読解問題
の対策にも活用できる。授業でも自宅学習でも使
いやすい構成。英・中・韓・露の翻訳付き。
（語彙リストを凡人社ウェブサイトで配信中）
978-4-89358-780-0 B5 226頁 別冊16頁
(1,800)円
'11【発行 凡人社】

どんどん読めるいろいろな話
978-4-89358-128-0 A5 110頁
(1,359)円
978-4-89358-134-1 テープ C30×1
(1,942)円(品切れ)
'91【発行 凡人社】

中級(英)(中)(ベ)

日本語学習者のための
読解厳選テーマ 10 ［中級］

中級

中級日本語学習者帰国子女のための読解教材

秋元美晴,糸川優編著
使用している語彙は「日本語教育基本語彙七種
比較対照表」で，見出し項目としてゴシック体で
載せられている 2,000 語を目安とし，学習者がわ
かりにくい所は注やイラストを掲げ，実力を試し
たい人のためにルビを隠せるシートを添えた。
978-4-8386-0368-8 A5 134頁
(1,456)円
'91【発行 武蔵野書院】

清水正幸,林真弓著
日本の社会的なテーマについて，より広い視野を
獲得し，主体的に考える力を身につけることも目
標とした読解教材。多様な視点，考え方に触れら
れるように，1 つのテーマにつき，2 つの読み物と
コラムを掲載。大学・大学院への進学をめざす人
にもおすすめ。英・中・越の語彙リスト付き。
978-4-89358-913-2 B5 128頁 別冊48頁
(2,000)円
'16【発行 凡人社】
中上級(英)(中)(ベ)

日本語学習者のための
読解厳選テーマ 10 ［中上級］
清水正幸,奥山貴之著
日本の社会的なテーマについて，より広い視野を
獲得し，主体的に考える力を身につけることも目
標とした読解教材。多様な視点，考え方に触れら
れるように，1 つのテーマにつき，2 つの読み物と
コラムを掲載。大学・大学院への進学をめざす人
にもおすすめ。英・中・越の語彙リスト付き。
978-4-89358-902-6 B5 176頁 別冊12頁
(2,000)円
'15【発行 凡人社】
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読解

978-4-89358-014-6 A5 121頁
(絶版)
978-4-89358-038-2 テープ C30×1
(絶版)
'89【発行 凡人社】

石黒圭編著,熊田道子,筒井千絵,
Olga Pokrovska,山田裕美子著

発音・聴解
(英)(中)(日)(ベ)

まねして上達！
発音・聴解

にほんご音読トレーニング

初中～中上級(英)(韓)(中)(ポ)

聞いて覚える話し方 日本語生中継

松浦真理子,福池秋水,河野麻衣子,
吉田佳世著

ボイクマン椙本総子,宮谷敦美,
小室リー郁子著

発音・会話力・聴解力などを総合的に伸ばす，本

会話での聞きとり能力を高め，場面に応じて話す
能力を身に付けることを目的とした学習教材。現
実の会話場面に近い，いきいきとした会話の聞き
取りが，表現力を豊かにします！

格的な音読トレーニング教材。本文は 1～2 分の
音読に適した長さで，5 つのステップで無理なく
学習できる。多くの日本人が知っている文学作品
を集めた「名作・名文のひろば」もあり。
978-4-87217-888-3 A5 176頁 CD2枚付き
(1,800)円
'14【発行 アスク出版】
初級文型でできる

初中級(英)(韓)(中)(日)

にほんご発音アクティビティ
中川千恵子,中村則子著
初級文型を使った会話練習やタスクを通して，初
級から自然な発音を身につけることを目指す。す
べての例文に，アクセント，イントネーション，
句切り（ポーズ）のマークがあり，発音を“視覚
的に”意識できる。英語・中国語・韓国語補訳付。
978-4-87217-741-1 B5 142頁 CD2枚付き
(1,800)円
'10【発行 アスク出版】

978-4-87424-339-8 初中級編1 B5 96頁 別冊55頁
CD2枚付き (1,800)円
978-4-87424-359-6 初中級編1
教室活動のヒント＆タスク B5 146頁 (1,200)円
978-4-87424-370-1 初中級編2 B5 96頁 別冊55頁
CD2枚付き (1,800)円
978-4-87424-392-3 初中級編2
教室活動のヒント＆タスク B5 168頁 (1,200)円
978-4-87424-300-8 中上級編 B5 96頁 別冊52頁
CD付き (2,200)円
978-4-87424-299-5 中上級編教師用マニュアル
B5 80頁 (800)円
'04～07【発行 くろしお出版】
初級(イ)(英)(韓)(中)(日)

にほんご発音かんたん
吉岐久子著

伝わる発音が身につく！

中～上級

にほんご話し方トレーニング[中・上
級レベル]

無理なく，楽しく，日本語らしい発音を身につけ
るための教材。シャドーイングや書き取りに付属
の CD を繰り返し活用するなど，理論よりも徹底し
て音声練習にこだわった新機軸の構成。授業・独
習のどちらにも対応。

中川千恵子,木原郁子,赤木浩文,篠原亜紀著
理想の彼・彼女などやコスプレなど，楽しい題材
の会話文やミニスピーチで，発音を練習！ 高低
アクセントやイントネーション・ポーズを視覚化。
伝わりやすく言いやすい話し方を目指す。モジュ
ール型で使いやすい 5 章構成。
978-87217-944-6 B5 104頁
(1,800)円
'15【発行 アスク出版】

1 日 10 分の発音練習
河野俊之,串田真知子,築地伸美,松崎寛著
日本語学習者向け教材。日本語の音声のしくみを
「プロソディーグラフ」でわかりやすく解説。各
章は 10 分程度で理解把握できるよう構成，豊富な
イラストで直感的にイントネーションが理解でき
る。
978-4-87424-286-5 B5 136頁 CD2枚付き
(2,000)円
'04【発行 くろしお出版】
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978-4-327-38456-2 B5 112頁 CD1枚付き
(1,900)円
'10【発行 研究社】

WADAIKO
公益社団法人 国際日本語普及協会著
ことば遊びや詩・俳句・唱歌などの素材を通して，
日本語学習の基礎となる音とリズムが自然に身に
つく教材。鮮やかなイラストや写真，美術も豊か
で，初めて日本と出会う学習者も，その四季や文
化・風物に触れることができる。付属 CD は，ソロ・
コーラスの掛け合いも楽しく，子どもから大人ま
で，自ら声を出して学べるユニークな教材。 ※
日本円の価格はご購入時のレートによって変動し
ます。
978-1-56836-558-9 B5 96頁 $19.95
'15【発行 講談社 USA】

LIVE from TOKYO

初中～上級(英)(韓)(中)
初中級(英)(韓)(中)

生の日本語を聴き取ろう！

浅野陽子著,嶋田和子監修

978-4-7890-1357-4 B5 160頁 別冊15頁
CD2枚付き (2,400)円
'09【発行 ジャパンタイムズ】
中級(英)(日)

生きた会話を学ぶ
中級から上級への日本語
なりきりリスニング
Role-based Listening: Progressing from
Intermediate to Advanced Japanese

鎌田修監修,奥野由紀子,金庭久美子,
山森理恵著
会話の登場人物の一人に“なりきって聞き”，“な
りきって話す”ことで，自然なコミュニケーショ
ン能力を伸ばす，学習者参加型リスニング教材。
日本人同士の実際の会話をもとに書き起こしたス
クリプトで生きた状況を再現。その場面に参加す
るためのさまざまな練習を通して，中級者の聴解
力と会話力を鍛え，上級への引き上げをねらう。
約 3.5 時間の付属音声には，「生きた聞き取り」と
して，大学生のおしゃべりや落語家柳家さん喬師
匠の小噺と落語も収録。
978-4-7890-1566-0 B5 152頁 CD-ROM(MP3)
別冊32頁 (3,000)円
'16【発行 ジャパンタイムズ】

戸田貴子著
わかりやすく，内容が伝わる話し方ができるよう
になるための発音練習用テキスト。ロールプレイ
やタスクの活用など，発音を楽しく学ぶための工
夫が随所に施されている。教師用指導書付き。自
然な発音やイントネーションを身につけたい中～
上級の方にもおすすめ。
978-4-88319-295-3 B5 139頁 別冊99頁
CD2枚付き (3,000)円
'04【発行 スリーエーネットワーク】
初中～中級(英)(韓)(中)

シャドーイングで日本語発音レッス
ン
戸田貴子編著,大久保雅子,神山由紀子,
小西玲子,福井貴代美著
不自然な発音は，コミュニケーションに大きく影
響する。学習者がなめらかで正確な発音を身につ
けるための教材。
1 課を 10 分～15 分で終えること
ができ，授業にも取り入れやすい。独習用教材と
しても使える。
978-4-88319-592-3 A5 85頁 別冊22頁
CD1枚付き (1,400)円
'12【発行 スリーエーネットワーク】

初級
日本語初級大地

文法まとめリスニング 初級１
－日本語初級１大地準拠－

初級(英)(韓)(中)(Ｒ)

5 分でできる にほんご 音の聞きわ
けトレーニング
宮本典以子,大﨑伸城著
日本語の基本的な音の聞きとりを練習する教材。
全 16 課で，各課は 2～3 頁。日々の授業の副教材
として最適。「ことばのリスト」では，各課の練習
で使用する語彙が英語・中国語・韓国語の翻訳付
き。かなとローマ字を併記。
978-4-88319-581-7 B5 67頁 別冊15頁
CD1枚付き (1,400)円
'11【発行 スリーエーネットワーク】

佐々木薫,西川悦子,大谷みどり著
コミュニケーション力向上のため，学習した文型
や語彙を「耳で確認」し，定着を促す教材。『日本
語初級 1 大地』以外の初級総合教科書とも相性が
良く，組み合わせて使用が可能。
978-4-88319-754-5 B5 53頁 別冊42頁 CD2枚付き
(2,200)円
'17【発行 スリーエーネットワーク】
中級(英)(韓)(中)

中級からはじめる
ニュースの日本語 聴解 40
瀬川由美,紙谷幸子,北村貞幸著
ニュースの構成を理解し，特徴的な表現や語彙を
学ぶことで，中級からニュースを聞き取る力を養
成。経済・政治・社会・生活など，幅広い分野か
ら取り上げているので，日本社会をより深く理解
するきっかけにもなる。
978-4-88319-665-4 B5 96頁 別冊38頁 CD1枚付き
(2,000)円
'13【発行 スリーエーネットワーク】
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発音・聴解

東京の街の中で日本人同士の会話をそのまま収録
した，自然な会話を学べる聴解用教材。別冊には
「授業での使い方のヒント」も収載。語句・表現
には英・中・韓の 3 カ国語訳付きで，独習にも教
室用にも使える。

コミュニケーションのための
日本語発音レッスン

中上～上級(英)(韓)(中)

ニュースの日本語 聴解 50
瀬川由美,紙谷幸子,北村貞幸著

発音・聴解

ニュースの構成を理解し，特徴的なニュース表現
を学ぶことで，ポイントを瞬時につかんで聞き取
る力を養成。CD にはニュース音声と，ニュースを
聞くときに役立つ重要語彙及び例文が収録。
978-4-88319-539-8 B5 205頁 別冊41頁
CD2枚付き (2,400)円
'10【発行 スリーエーネットワーク】
初中～中級

毎日練習！リズムで身につく日本語
の発音
赤木浩文,古市由美子,内田紀子著
日本語学習者を対象に，日本語らしさのもとにな
る「リズム」を基本として，アクセント，イント
ネーション，プロミネンスなどの韻律レベルでの
発音練習を行う教材。
978-4-88319-552-7 B5 79頁 別冊13頁 CD1枚付き
(1,600)円
'10【発行 スリーエーネットワーク】

初級(英)(韓)(中)(ベ)

中級

留学生のためのアカデミック・
ジャパニーズ 聴解 中級
東京外国語大学留学生日本語教育センター編著
大学で学ぶために必要な「講義や口頭発表を聞く
力」を養成。単なる聞き取りに留まらず，全体構
成の把握，要約の練習もある。各課は日本文化，
自然科学など，留学生が興味を持って聞けるテー
マを集めた。
978-4-88319-641-8 B5 85頁 別冊32頁 CD1枚付き
(2,000)円
'13【発行 スリーエーネットワーク】
中上級

留学生のためのアカデミック・
ジャパニーズ 聴解 中上級
東京外国語大学留学生日本語教育センター編著
大学などで必要な「講義や口頭発表を聞く力」を
養成する。内容を大まかに捉える練習，要点をま
とめて答える練習，要約文を書く練習を通して，
話者の言いたいことを適切につかむための練習が
段階を踏んでできる構成。
978-4-88319-687-6 B5 87頁 別冊35頁 CD1枚付き
(2,000)円
'14【発行 スリーエーネットワーク】

みんなの日本語

みんなの日本語初級Ⅰ 第 2 版
聴解タスク 25
牧野昭子,田中よね,北川逸子著
学習者が担い手となる場面を設定し，その中で必
要な情報を正確に捉えるタスク中心の問題を多く
取り上げている。文型・語彙は『みんなの日本語
初級Ⅰ 第 2 版 本冊』に準拠し，未習語には，英
語・中国語・韓国語・ベトナム語訳付き。
978-4-88319-757-6 B5 51頁 別冊61頁 CD2枚付き
(2,000)円
'17【発行 スリーエーネットワーク】
みんなの日本語

上級

留学生のためのアカデミック・
ジャパニーズ 聴解 上級
東京外国語大学留学生日本語教育センター編著
大学などで必要な「講義や口頭発表を聞く力」を
養成するテキスト。内容を大まかに捉える練習，
要点をまとめて答える練習，要約文を書く練習を
通して，話者の言いたいことを適切につかむため
の練習が段階を踏んでできる構成。
978-4-88319-716-3 B5 85頁 別冊59頁 CD2枚付き
(2,000)円
'15【発行 スリーエーネットワーク】

初級(英)(韓)(中)
中上級

みんなの日本語初級Ⅱ
聴解タスク 25
牧野昭子,田中よね,北川逸子著
『みんなの日本語初級Ⅱ』の主な学習項目に対応。
イラスト満載で実際の場面を思い浮かべながら効
果的な学習ができる。未習語には英語・中国語・
韓国語訳付き。CD は自然なスピードで音声収録。
（第 2 版発行後，販売終了の予定）
978-4-88319-337-0 B5 51頁 別冊77頁 CD3枚付き
(2,400)円
'05【発行 スリーエーネットワーク】
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星の王子さま 澤登翠朗読 CD ブック
アントワーヌ・ド・サンテグジュペリ著,
小島俊明訳,澤登翠朗読,湯浅ジョウイチ音楽
活動弁士，澤登翠による『星の王子さま』日本語
全文朗読 CD ブック（CD2 枚付き／収録時間 2h30）。
多彩な語り口で，すべての登場人物が生き生きと
私達の目の前に現れます。漢字の多くにふりがな
を振りました。
978-4-8086-0649-7 A5 98頁
CD2枚付き（収録時間：2時間30分） (4,500)円
'13【発行 第三書房】

日文輕鬆
一日 30 分楽しく聞いて聴解力 UP！

初級(中)(日)

セルフ・アクセスジャパニーズ

初級

初級からニュースを
日文輕鬆聴

岡崎志津子,小西正子著
劉永玲,大和撫子著

978-986-6438-49-3 170×230 175頁
(3,840)円
'10【発行 大新書局】

楽しく聞こう

978-4-89358-265-2 B5 150頁
(絶版)
978-4-89358-266-9 テープ C60×4
(絶版)
'94【発売 凡人社】

初級
初級

文化外国語専門学校編
『新文化初級日本語』の副教材。他の，初級さら
には中級以上の教科書を使っている学習者にも利
用できる。絵による場面理解，楽しいタスクの連
続，ふんだんに使った効果音などが大好評。CD 付。
(920047) ⅠCD付 B5 56頁
(2,300)円
(920048) ⅡCD付 B5 54頁
(2,300)円
(920030) Ⅰテープ C60×2
(5,000)円
(920031) Ⅱテープ C60×1，C70×1
(5,000)円
(920049) 教師用指導書 B5 116頁
(3,400)円
'92【発行 文化外国語専門学校】
【発売 凡人社】

初級バリエーション
－会話編 聴解・発話編－
（「独白文」の視点）

藤田昌志著
『「独白文」15 トピック（初級から中級へ）』と同
じく「独白文」的視点を取り入れた初級教科書。
日本語未習者や，発話力の向上を目指した初級日
本語終了者の復習用に最適。
(900123) B5 116頁

(1,600)円
'03【発売 凡人社】

日本語能力試験対応
中～上級(英)

インタビューで学ぶ日本語
INTERVIEWS FOR LISTENING COMPREHENSION

堀歌子,三井豊子,森松映子著
内容豊かな本格的インタビューを素材に，聞く，
話す技能の向上を目指した中・上級用の生教材。
聴解練習問題が豊富に提供され，語彙リスト，全
文スクリプト付きの談話を中心とした新しい試み
のテキスト。
978-4-89358-125-9 B5 140頁 (1,800)円(品切れ)
978-4-89358-126-6 テープ C60×2
(3,400)円(品切れ)
'91【発売 凡人社】

短期マスター 聴解ドリル１
［N2・N3 レベル］
→p.124
'12【発行 凡人社】
日本語能力試験対応

短期マスター 聴解ドリル２
［N1・N2 レベル］
→p.124
'13【発行 凡人社】
初級から中級への橋渡しシリーズ③

初～中級

中～中上級

聴解が弱いあなたへ
上級の力をつける
聴解ストラテジー［第２版］
川口さち子,桐生新子,杉村和枝,根本牧,
原田明子著
「生教材を独力で理解できる聴解能力」を身につ
けるために必要な聴解ストラテジーを詳しく紹
介･解説した CD 付問題集。7 つのストラテジーを
意識しながら，さまざま場面を想定した聴解タス
クに取りくむことにより，上級レベルの力がつく。
978-4-89358-620-9 上 B5 60頁
別冊解答スクリプト44頁 CD付き (2,400)円
978-4-89358-666-7 下 B5 70頁
別冊解答スクリプト40頁 CD付き (2,400)円
'06～08【発行 凡人社】

日本語教育研究所編著
初級における重要だが間違えやすい・定着が難し
い項目を，日常的な場面・自然な会話の中でとり
あげている。問題が聴き取れない，問題は聴き取
れても答え方がわからないなど，聴解問題が苦手
な学習者を正解へ導くユニークな構成。独習者む
けに編集してあるが，授業の副教材・宿題として
も活用できる。聴解 CD 付き。
978-4-89358-521-9 B5 70頁 CD1枚付き
(1,600)円
'02【発行 凡人社】
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発音・聴解

毎日 30 分楽しく聞いて短時間で日本語聴力アッ
プ！ 50 音から日本人が毎日使う文型を今すぐ
実践できるように，効果的な練習方法を伝授しま
す。

初級段階からニュースの語彙に慣れ，ニュースの
大要を理解することを目的とした聴解教材。ニュ
ースの見出し部分だけを取り上げてあり，学習者
が 1 人で練習できる構成。テープは，NHK のアナ
ウンサーによる臨場感あふれる録音。

中級日本語聴解練習

日本語はつおん

初級

NIHONGO:The Pronunciation of Japanese

鈴木忍監修,川瀬生郎,杉原正勝編著,
国際交流基金日本語国際センター編

発音・聴解

日本語の発音の基礎を習得させるための練習用テ
キスト。教師の指導のもとで使用すると効果的で
ある。単音から始まり単語へと，母語の影響を受
けやすい発音を，各国語の解説を付けて練習する。
978-4-89358-136-5 英語版 B5 142頁
(980)円
(900018) アラビア語版
(950)円(品切れ)
(900019) ヒンディ語版
(950)円(品切れ)
978-4-89358-140-2 ポルトガル語版 B5 127頁
(1,165)円
978-4-89358-274-4 テープ C60×5
(6,220)円
'78～80【発行 凡人社】

中級

毎日の聞きとり 50 日
EVERYDAY LISTENING IN 50 DAYS

河原崎幹夫監修,太田淑子,柴田正子,
牧野恵子,三井昭子,宮城幸枝著
初級を終えた学習者のための上級レベルへの「橋
渡し」的な練習を目指した，上巻(1 課～25 課)と
下巻(26 課～50 課)の 2 分冊。1 課約 15 分で，毎
日の日課として使うと効果的である。
978-4-89358-202-7
978-4-89358-203-4
978-4-89358-204-1
978-4-89358-205-8

上
上
下
下

B5 50頁
(1,800)円
テープ C50×2
(絶版)
B5 50頁
(絶版)
テープ C50×2
(絶版)
'95【発行 凡人社】

新・毎日の聞きとり 50 日
ニュースで学ぶ日本語
堀歌子,三井豊子,森松映子著
(900020)
(900021) テープ 2巻

(絶版)
(2,857)円
'86【発売 凡人社】
中級

ニュースで学ぶ日本語パートⅡ
三井豊子,堀歌子,森松映子著
ニュースだけで構成された中級用の聴解教材。日
本語学習 500 時間程度から使える。ニュースの語
彙やスピードに慣れ，同時に社会に関する知識も
増やせるよう工夫し，生教材への橋渡しとなるよ
う配慮。
(1,800)円
978-4-89358-399-4 テープ C30×2
(4,000)円(品切れ)
'98【発売 凡人社】
初級日本語聴解練習

初級

毎日の聞きとり 50 日 新装版
EVERYDAY LISTENING IN 50 DAYS

宮城幸枝,三井昭子,牧野恵子,柴田正子,
太田淑子著
『毎日の聞きとり 50 日』シリーズの初級編が，待
望の CD 付き新装版になって上・下巻同時発売！
場面や背景も含めた総合的な日本語の理解を目指
す，聴解教材の定番。1 課につき 2 ページのコン
パクトな構成で，授業のおさらいや宿題に最適。
問題の指示文には英語・中国語（簡体字・繁体字）
・
韓国語の翻訳付きで，学習者の理解を助ける。ま
た巻末には文型一覧もあるので，副教材として使
う際にも便利。
978-4-89358-752-7 上 B5 80頁 別冊 78頁
CD2枚付き (2,200)円
978-4-89358-753-4 下 B5 80頁 別冊 74頁
CD2枚付き (2,200)円
'10【発行 凡人社】
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『中級日本語音声教材 毎日の聞きとり 50 日』の
全面改定版。好評だった前作の学習のプロセスは
そのままに，全てのトピックを，厳選されたより
興味深い内容のものばかりでリニューアルした，
楽しくかつ効果的に聞きとりを学習できる 1 冊。
別冊スクリプト・解答付き。
978-4-89358-729-9 上 B5 72頁 別冊33頁
CD１枚付き (2,000)円
978-4-89358-776-3 下 B5 78頁 別冊44頁
CD１枚付き (2,000)円
'08,09【発行 凡人社】
中上級日本語音声教材

978-4-89358-398-7 B5 165頁 別冊12頁

中級

宮城幸枝,太田淑子,柴田正子,牧野恵子,
三井昭子著

中～上級

毎日の聞きとり plus40
宮城幸枝,三井昭子,牧野恵子,柴田正子,
太田淑子著
好評の「毎日の聞きとり」シリーズに新たに加わ
った中上級教材。上下各 20 課の全 40 課からなり，
日本の文化から現在の社会事情まで，楽しいトピ
ックが満載。聴解用 CD が 1 枚ずつ付いてさらに学
習しやすくなった。
978-4-89358-539-4 上 B5 100頁 CD1枚付き
64分47秒 (2,000)円
978-4-89358-540-0 下 B5 100頁 CD1枚付き
60分16秒 (2,000)円
'03【発行 凡人社】
耳で学ぶ日本語

初級(英)(韓)(中)

わくわく文法リスニング 99
MASTERING JAPANESE BY EAR

小林典子,フォード丹羽順子,高橋純子,
梅田泉,三宅和子著
「ワークシート」が，CD3 枚付きの新装版になり
ました！初級の文を聞きながら問題を解いていく
ことで，耳から文法が学べる。目指すのは「知っ
ている日本語」から「使える日本語」にすること。
99 課で初級文法を網羅し，問題指示文は英・韓・
中（簡体字・繁体字）訳付きで独習や宿題にも最
適。別売りの『指導の手引』は今まで通り使える。

978-4-89358-743-5 ワークシート 新装版 B5
208頁 別冊8頁 CD3枚付き (2,300)円(品切れ)
978-4-89358-309-3 指導の手引 B5 208頁
(2,600)円(品切れ)
'95～10【発行 凡人社】
発音・聴解

初級(英)(中)(ベ)

新・わくわく文法リスニング 100
―耳で学ぶ日本語― [1]
小林典子,フォード丹羽順子,高橋純子,
梅田泉,三宅和子著
『わくわく文法リスニング 99』の改訂版。短い文
や会話を，特に文法に注意して聞くことで，文の
規則・発話の意味への気づきを促し，理解を深め
る。初級文法の復習に最適。自然な発話速度の日
本語に慣れる練習，質問などを聞いて適切な応答
を選ぶ練習にも。初級前半の 1～50 課を収載。
978-4-89358-919-4 A5 240頁 別冊8頁
CD-ROM1枚付き (1,500)円
'17【発行 凡人社】

初～初中級(英)(中)(ベ)

新・わくわく文法リスニング 100
―耳で学ぶ日本語― [2]
小林典子,フォード丹羽順子,高橋純子,
梅田泉,三宅和子著
『わくわく文法リスニング 99』の改訂版。短い文
や会話を，特に文法に注意して聞くことで，文の
規則・発話の意味への気づきを促し，理解を深め
る。初級文法の復習に最適。自然な発話速度の日
本語に慣れる練習，質問などを聞いて適切な応答
を選ぶ練習にも。初級後半の 50～100 課を収載。
978-4-89358-920-0 A5 252頁 別冊8頁
CD-ROM1枚付き (1,500)円
'17【発行 凡人社】
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作文
作文

Good Writing へのパスポート

上級
上級

読み手と構成を意識した日本語ライティング

田中真理,阿部新著
相手に伝わる，効果的かつ魅力的な文章を書こ
う！ ライティング研究の成果を取り入れた「日
本語表現法」テキスト。タスク・練習問題で実践
的に学べる。評価基準表・チェックシート・文章
構成要素一覧付。２色刷。
978-4-87424-618-4 B5 192頁
(2,000)円
'14【発行 くろしお出版】

NIE 実践ワークブック

日本語の表現技術－読解と作文－
上級
Reading and Writing Skills in Japanese: Advanced

倉八順子著
大学で専門を学ぶ留学生に求められる日本語能力
が身につくテキスト。要約文や意見文の作文技術
を鍛える。12 課構成で松下幸之助，森英恵，伊達
公子ら 14 名の人物の生き方，考え方を教材とする。
978-4-7722-1342-4 B5 123頁
(2,500)円
'97【発行 古今書院】

中上級(日)

新聞で身につく日本語力

日本語の論文力練習帳

中上級(日)

宮弘美
倉八順子著
新聞を通じて読解力・文章力を鍛えよう！ 授業
で気軽に NIE（Newspaper in Education）を導入
できるよう構成。NIE 学習だけでなく，日本語力
も身につけられるワークブック。指導ガイド付き。
978-4-336-05901-7 B5 112頁
(1,400)円
'15【発行 国書刊行会】

小論文を書くためのノウハウを練習できるワーク
ブック。200 字，400 字，800 字と構成に従って文
を組み立てるワークブック。教材は，スマホの功
罪，交通渋滞の解決策，早期英語教育，働くこと
の意味，など。
978-4-7722-6115-9 B5 106頁
(2,400)円
'15【発行 古今書院】

中～上級(英)

日本語の作文技術 中・上級
大学で学ぶための
日本語ライティング

Writing skills in Japanese:
Intermediate and Advanced

倉八順子著
留学生の作文例 39 を使った作文教材。構成の明確
な「よい文章」を読み，内容との対話によって文
章構成技術を学び，そこに使われている表現技術
を身につける 10 章構成。300 時間以上学習した人
向き。
978-4-7722-1354-7 B5 150頁
(2,500)円
'00【発行 古今書院】

Academic Writing for International Students
→p.40
'06【発行 ジャパンタイムズ】
中級(英)(韓)(中)(日)

日本語 E メールの書き方
Writing E-mails in Japanese

簗晶子,大木理惠,小松由佳著

日本語の作文力練習帳

中上級

上級：大学・大学院で学ぶために

倉八順子著
学習者と指導者の対話形式で，作文力のステップ
の４段階をそのノウハウとともに解説した。本書
で留学生も日本人学生も作文力が向上する。
978-4-7722-6113-5 B5 94頁
(1,800)円
'12【発行 古今書院】

初級修了以上のレベルの学習者が，日本語で適切
なわかりやすい E メールを書くための本。メール
の基本構成やよく使う表現を取り上げ，メールの
書き方が基本から身につく。
978-4-7890-1184-6 B5 136頁 (1,600)円(品切れ)
'05【発行 ジャパンタイムズ】
初～初中級(英)(中)

日本語 読み書きのたね
澤田幸子,武田みゆき,福家枝里,三輪香織著
地域の日本語教室で学ぶ外国人学習者が，ボラン
ティアの手助けを得ながら，読み書きの力をつけ
るための教材。既刊『日本語おしゃべりのたね 第
2 版』の姉妹版で，各ユニットテーマが共通。合
わせて使えば総合的な活動ができる。
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978-4-88319-713-2 B5 113頁 別冊63頁
(1,600)円
'15【発行 スリーエーネットワーク】

実践 にほんごの作文
佐藤政光,加納千恵子,田辺和子,
西村よしみ著
978-4-89358-018-4 B5 110頁

みんなの日本語

初級(英)(韓)(中)

初級日本語

門脇薫,西馬薫著
「みんなの日本語初級Ⅰ，Ⅱ 第 2 版」準拠。初級
の早い段階から，学習者にとって身近な 20 のテー
マについてまとまりのある文章が書けるようにな
ることを目指したワークブック。
978-4-88319-690-6 B5 123頁 別冊35頁
(1,200)円
'14【発行 スリーエーネットワーク】

初級

初級日本語 作文練習帳
東京外国語大学留学生日本語教育センター編著
初級の基本文型を使って，原稿用紙の書き方から
ハガキ・手紙の書き方までを段階的に学習できる。
「初級日本語」以外のテキストを使っている人に
も使用可能。
978-4-89358-449-6 B5 84頁
(1,000)円
'99【発行 凡人社】

中級

表現テーマ別 にほんご作文の方法
(改訂版)
佐藤政光,田中幸子,戸村佳代,池上摩希子著
中級に進んだ日本語学習者が，書きことばとして
の文章を効率よく学べるように編集。全 16 課から
成り，内容は日常生活に役立つコミュニカティブ
なものを取り上げた。巻末に約 1,700 語の語彙リ
スト(英訳付)。改訂に際し，一部練習問題を新た
にした。
978-4-8086-0652-7 B5 120頁
(1,900)円
'02【発行 第三書房】

中級

中級からの日本語プロフィシェンシ
ーライティング
由井紀久子,大谷つかさ,荻田朋子,
北川幸子著
パソコンや携帯のメール，貼り紙，自己 PR など
を書く際の「プロフィシェンシー」を高めること
を目的としたライティング教材。①読み手に対す
る配慮ができる「対人性」，②場面，状況に応じた
調整ができる「場面性」，さらに③自分自身で推敲
を重ね，修正することができる「自己推敲能力」
の 3 つに重点を置き，より円滑なコミュニケーシ
ョンがとれるようになることを目指す。
978-4-89358-842-5 B5 164頁 別冊91頁

たのしい日本語作文教室

初級(中)

吉田妙子著
文法を復習しながら作文を書き，作文を書きなが
ら文法を復習するのが同書のねらい。文法を半年
～1 年ほど勉強した学習者向き。誤用分析として
「中国人学生の誤りやすい表現」を入れ中国人学
習者の便宜を図っている。
978-957-8279-29-2 Ⅰ 改訂版 B5 240頁
(2,240)円
978-957-8279-40-7 Ⅱ 改訂版 B5 232頁
(2,240)円
'06～07【発行 大新書局】
日文輕鬆
簡単日本語「気持ち」の表現

中級(中)(日)

(1,800)円
'12【発行 凡人社】

日本語学習者が作文を書くための
用例集 第二版
宮原彬著
『外国人学生が日本語で作文を書くための用例集
（初級・中級）』の改訂増補版。学習者が日本語で
作文・レポートなどを書く際に広く参考にできる
例文約 9,600 が，約 3,600 語の見出し語ごとに掲
載されている。
978-4-89358-608-7 A5 528頁 (1,900)円(品切れ)
'06【発行 凡人社】

日文輕鬆寫
劉永玲,大和撫子著
毎日の生活の中で感じる気持ちを作文に表現し，
自然な作文力を身につけて行く事ができます。
978-986-6438-58-5 170×230 167頁
(3,840)円
'10【発行 大新書局】
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作文

みんなの日本語初級 第 2 版
やさしい作文

(絶版)
'86【発行 凡人社】

会話
Speak Japanese!シリーズ

初中～中上級(英)

会話

介護スタッフのための声かけ表現集
→p.26
'09【発行 J プレゼンスアカデミー】
【発売 凡人社】
Speak Japanese!シリーズ

水谷信子監修,黒岩しづ可,高橋尚子,
松本知恵
初中～中級(英)(中)

わかる！ 話せる！
日本語会話基本文型 88
水谷信子監修・著,松本隆,有田聡子,
高橋尚子共著
話し言葉の特徴やパターンをつかみながら，会話
でよく使う文型を集中学習。約 700 の会話例を交
えながら意味や使い方をしっかり理解。さらに CD
で耳と口を慣らしていく。日本人との会話にも，
試験の聴解問題にも効果大。
978-4-86392-205-1 A5 192頁 CD付き (1,600)円
'14【発行 J リサーチ出版】
Speak Japanese!シリーズ

初中～中上級(英)(中)

わかる！話せる！
日本語会話発展文型 125
水谷信子監修・著,松本隆,高橋尚子共著
「会話を続ける力」を高めることを中心に，好評
の「基本文型 88」の内容をさらに発展させたもの。
話し言葉の特徴やパターンをつかみながら，会話
でよく使う文型を身につけていく。試験の聴解問
題対策にも効果大。
978-4-86392-244-0 A5判

224頁 CD2枚付
(1,800)円
'15【発行 J リサーチ出版】

Speak Japanese!シリーズ

すぐに使える
日本語会話超ミニフレーズ 210
「お先に」「やるね」「悪かった」など，短いけど
コミュニケーションに効果的な一言フレーズを集
め，意味や使い方を学ぶ。好評の第一作の内容を
さらに発展させた 210 のフレーズを身につけるこ
とで，会話力を強化。
978-4-86392-263-1 A5判 232頁 CD2枚付
(1,800)円
'16【発行 J リサーチ出版】
Speak Japanese!シリーズ

初中級(英)

どんどん話せる！
日本語会話フレーズ大特訓 700
水谷信子監修,棚橋明美,アニタ・ゲスリング,
岡村佳代共著
言いたいことがすぐ日本語で言えるようになるこ
とをめざし，日本人と英語ネイティブの日本語教
師が共同で作成。日英の対比をしながら，英語話
者が苦手な点をケア。CD では英→日（slow）→日
（natural）の 2 ステップで練習。
978-4-86392-215-0 A5 208頁 CD2枚付き
(1,600)円
'15【発行 J リサーチ出版】
Speak Japanese!シリーズ

初～中級(英)

気持ちが伝わる
日本語会話基本表現 180

初中～中級(英)

清ルミ著

すぐに使える
日本語会話超ミニフレーズ 200
水谷信子監修,森本智子,高橋尚子,
松本知恵共著
「どうも」「よかったね」「助かります」など，「短
いけどコミュニケーションに効果的な一言」を集
め，意味や効果，使い方を学ぶ。1000 以上の会話
例を通して実践練習をすれば，基本の 200 フレー
ズがしっかり身につく。
978-4-86392-206-8 A5 224頁 CD2枚付き
(1,600)円
'14【発行 J リサーチ出版】

会話の中でさまざまな気持ちや感情を的確に表現
し，理解するための本。話者の気持ちを 19 のカテ
ゴリーに分類し，基本表現を紹介する。日本人の
ものの考え方や感じ方を紹介する 50 のミニコラ
ムも日本人理解に役立つ。
978-4-86392-260-0 A5 208頁 CD付
(1,600)円
'16【発行 J リサーチ出版】

中級
Speak Japanese!シリーズ

日本人がよく使う
日本語会話お決まり表現 180
清ルミ著
「気分屋」「死にそう」「バタバタする」など，何
かに例えたり，誇張したり，擬音語を使ったり…。
効果的なお決まり表現を使えば，長い説明は不要。
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簡単な言葉でわかりやすくユーモラスに伝わり，
会話が楽しくなる。
978-4-86392-325-6 A5 224頁 CD付
(1,600)円
'2017【発行 Ｊリサーチ出版】

外国人のための ケータイメール
＠にっぽん（＞▽＜）
→p.80
'08【発行 アスク出版】

すぐに使える
英語編

にほんご会話上手！
聞き上手・話し上手になるコミュニケーションのコ
ツ 15

接客日本語大特訓
岩田夏穂,初鹿野阿れ著

水谷信子監修・著,高橋尚子,
スーザン・マスト,有田聡子,寺田則子共著
日本で働く外国人の必携本。言いたいことがすぐ
に出てくるよう，「英語→日本語」の順で効率よく
リズミカルに練習。業種・場面別に実践練習がで
きる。各ユニットのミニコラムでは，日本式接客
のノウハウがつかめる。
978-4-86392-312-6 A5 228頁 CD2枚付 (1,600)円
'2017【発行 Ｊリサーチ出版】

頼みごとを切り出す，相手の気分を害さずに話題
を変えるなど，会話展開のコツを学べる新発想の
教材。日本語の話し手として，快適なコミュニケ
ーションができるようになる。話しことばの表現
満載で，リスニング力も身につく。英語・中国語・
韓国語の翻訳付き。
978-4-87217-824-1 B5
152頁+［別冊解答例］24頁 MP3CD1枚付き
(1,800)円
'12【発行 アスク出版】
初級文型でできる

初中級(中)
Speak Japanese!シリーズ
接客日本語大特訓

すぐに使える
中国語編

にほんご発音アクティビティ
→p.64
'10【発行 アスク出版】

接客日本語大特訓

水谷信子監修・著,有田聡子,高橋尚子,
寺田則子共著
日本で働く外国人の必携本。言いたいことがすぐ
出てくるよう，「中国語→日本語」の順で効率よく
リズミカルに練習。業種・場面別に実践練習がで
きる。各ユニットのミニコラムでは，日本式接客
のノウハウがつかめる。
978-4-86392-307-2 A5 224頁 CD2枚付 (1,600)円
'2017【発行 Ｊリサーチ出版】

NIHONGO FUN & EASY
初級(英)(日)
Survival Japanese Conversation for Beginners

マンガで学ぶ日本語会話術

初中級

金子史朗,黒川美紀子,深田みのり,
宮下智子著
日本語学習初級後半～中級前半の方向け。よく使
われる自然なフレーズを学ぶことを目標とし，日
本の習慣，文化に関しての知識を得ることもでき
る。マンガ＋解説＋練習＋プラスα情報＋コラム
で構成されている。
978-4-7574-1108-1 B5 168頁 CD1枚付き
(2,400)円
'06【発行 アルク】

Voices From Japan

中上級

ありのままの日本を知る・語る

緒方由希子,角谷佳奈,左弥寿子,
渡部由紀子著
日常生活で必要な会話力を短期で身につけるため
の初級会話教材。場面別・機能別のユニット構成
のため，必要や興味に応じてどこからでも学習可
能。20～30 時間程度の短期会話コースのテキスト
に最適。便利な別冊語彙集付。英語訳付。
978-4-87217-721-3 B5変
192頁+[別冊語彙集]20頁 CD1枚付き (1,900)円
'09【発行 アスク出版】

永田由利子著
日本全国幅広い層の人々の生の声を著者が取材収
録したディスカッション用素材集。世代や国籍，
文化社会的，ジェンダー的規範に縛られない題材
と登場人物を選び，日本で生活する人々が考えて
いるリアルなことを提示する。
978-4-87424-453-1 B5 106頁 CD1枚付き
(1,800)円
'09【発行 くろしお出版】
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会話

中級(英)(韓)(中)(日)
初中級(英)
Speak Japanese!シリーズ
接客日本語大特訓

初～中級(イ)(英)(韓)(タ)(中)(ベ)

シャドーイング 日本語を話そう
初～中級編
Shadowing: Let's speak Japanese!
会話

斎藤仁志,吉本惠子,深澤道子,小野田知子,
酒井理恵子著
初の日本語シャドーイング（毎日少しずつ，自然
な会話を聞きながら声に出して練習する言語習得
法）本。実際の授業での実践に基づき開発され，
初級学習者から楽しんで使え，いつのまにか日本
語がすらすらでてくるようになる！ 教室の運用
能力アップに，学生の自習用に最適。
978-4-87424-354-1 英語・中国語・韓国語訳版
A5 137頁 CD付き (1,400)円
978-4-87424-606-1
インドネシア語・タイ語・ベトナム語訳版 A5
144頁 CD付き (1,400)円
'06～13【発行 くろしお出版】
中～上級(イ)(英)(韓)(タ)(中)(ベ)

シャドーイング 日本語を話そう
中～上級編
Shadowing: Let's speak Japanese!

斎藤仁志,深澤道子,酒井理恵子,中村雅子,
吉本惠子著
大好評『シャドーイング日本語を話そう』の中～
上級編。対人関係によって分類され，かつ自然で
生き生きとした会話で，日常生活の必要な場面に
おいてすぐに使える表現を身につけられる。
978-4-87424-495-1 英語・中国語・韓国語訳版
A5 168頁 CD2枚付き (1,800)円
978-4-87424-625-2
インドネシア語・タイ語・ベトナム語訳版 A5
168頁 CD2枚付き (1,800)円
'10～14【発行 くろしお出版】

わたしのにほんご
初級(英)(韓)(中)
初級から話せるわたしの気持ち・わたしの考え
杉浦千里,小野寺志津,ボイクマン総子著
4 技能をバランスよく使用しながら「話すパター
ン」を身につけ，それを用いて学習者自身の感情・
経験について話せるようになる画期的な初級教材。
主教材と並行して使うと効果的。英・中・韓の翻
訳付きで自習にも最適。
978-4-87424-516-3 B5 144頁 別冊20頁
CD1枚付き (1,800)円
'11【発行 くろしお出版】
初級(英)(日)(Ｒ)

会話のための日本語表現 1800
The Ultimate Japanese Phrasebook

長村キット,土屋京子著
日本語の日常会話を総合的に解説した初の教材。
実際の会話に使われる 1800 のキーセンテンスを
日本語とローマ字で表記し，付録 CD で音声も学習
可能です。初級レベルの学習者から使用できます。
日本の文化解説やコミュニケーション解説付き。
※日本円の価格はご購入時のレートによって変動
します。
978-1-56836-491-9 B6変 320頁 CD1枚付き
$24.95
'09【発行 講談社 USA】
ロールプレイでコミュニケーションの達人を育てる

小学生のための会話練習ワーク
→p.48
'10【発行 ココ出版】

にほんごこれだけ！
→p.7
'10～11【発行 ココ出版】

初～上級(イ)(英)(韓)(タ)(中)(ベ)

シャドーイング 日本語を話そう
就職・アルバイト・進学面接編

着々！日本語パターン会話

Shadowing: Let's speak Japanese!

착! 붙는 일본어 패턴 회화

斎藤仁志,深澤道子,酒井理恵子,中村雅子著
『シャドーイング 日本語を話そう』の面接対策
編。来日後のアルバイト面接，大学進学，卒業後
の就職面接のトレーニングに必携。就職活動の情
報も満載。
978-4-87424-719-8
インドネシア語・タイ語・ベトナム語訳版 A5
182頁 CD2枚付き (1,800)円
978-4-87424-677-1 英語・中国語・韓国語訳版
A5 176頁 CD2枚付き (1,800)円
'16【発行 くろしお出版】
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イ・キョンスク,ソンミカンザ著
1 日 30 分，20 日コースの日本語会話教材。初級の
学習者向け。パターン別定型文を丸暗記し，短期
間で自然な会話力をアップしたい人に最適。
MP3CD
付。
978-89-402-9203-7 188×243mm 168頁 (2,580)円
'2017【発行 時事日本語社】

中級

初中級(韓)

ペラペラ日本語 おしゃべりフリー
トーキング 360（初中級）
ペラペラ일본어 수다 프리토킹 360 초중급

龍見雄作著

978-89-402-0695-9 四六倍 216頁
(2,000)円
'11【発行 時事日本語社】

中居順子,近藤扶美,鈴木真理子,小野恵久子,
荒巻朋子,森井哲也著
文型は習ったけれど，それがうまく使えずコミュ
ニケーションがとれない，という学習者のための
初級レベル修了段階から使えるロールプレイ集。
「注文の間違いを伝える」「友達を慰める・励ま
す」などの生活に役立つ場面を取り上げた。会話
の CD 付き。
978-4-88319-361-5 B5 146頁 別冊33頁
CD1枚付き (2,400)円
'05【発行 スリーエーネットワーク】

中～上級(英)

FORMAL EXPRESSIONS
FOR JAPANESE INTERACTION

日本語上級話者への道

中級

きちんと伝える技術と表現

荻原稚佳子,増田眞佐子,齊藤眞理子,
伊藤とく美著

待遇表現

アメリカ・カナダ大学連合日本研究センター編
敬語表現およびそれに伴う随伴行動，社会慣習を
含めて，幅広く「丁寧さ」を学ぶための日本語学
習書。中・上級向き。豊富な練習を収録し，巻末
には練習会話と会話文の英訳を掲載。
978-4-7890-0571-5 B5 200頁 (2,000)円(品切れ)
978-4-7890-0573-9 教師用マニュアル B5 102頁
(1,786)円(品切れ)
978-4-7890-0572-2 テープ C60×2
(3,602)円(品切れ)
'91【発行 ジャパンタイムズ】

中級話者が上級話者になるためには何が必要かを
具体的に提示。上級話者に必要な能力を ACTFL OPI の能力基準を基に明示している。全 12 課，1
課ごとに完結で 90 分程度の授業を想定し，編集し
ている。
978-4-88319-355-4 B5 107頁 別冊35頁
(2,200)円
'05【発行 スリーエーネットワーク】

日本語超級話者へのかけはし

上級

きちんと伝える技術と表現
初中級(英)

会話のにほんご[改訂新版]
Japanese through Dialogues for Intermediate
Learners [Revised Edition]

佐々木瑞枝,門倉正美著
豊富な会話例とドリルで，初級で学んだ文型や文
法事項の運用力向上を目指す。学校や会社，家庭
など，さまざまな場面で「話す力」を伸ばせる，
初～中級学習者向け会話教材。
978-4-7890-1285-0 B5 200頁 CD2枚付き
(2,800)円
'07【発行 ジャパンタイムズ】
初～上級(英)(中)(日)

ポケットに入る日英中会話ハンドブ
ック
田中則明,ケン・カミハバ,丁敏著
会話の実践を通して日英中会話文を学ぶ携帯式テ
キスト。日英中のいずれか一つが出来る人なら誰
でも使える。日本語は，国際化の願いを込めて漢
字＋ひらがなとアルファべットを併記。中国語は
ピンイン付き。
978-4-901278-12-6 9×16.5㎝ 219頁 (1,000)円
'07【発行 心弦社】

荻原稚佳子,齊藤眞理子,伊藤とく美著
上級からさらに上のレベルを目指す学習者のため
の会話教材。ACTFL-OPI の基準に基づき，超級話
者として，会話内容だけではなく，コミュニケー
ションを円滑に進めるために相手に配慮しながら
話すことを意識した構成。１課完結，全 12 課。
978-4-88319-449-0 B5 142頁 別冊11頁
(2,200)円
'07【発行 スリーエーネットワーク】
中上級(英)(中)
みがけ！コミュニケーションスキル

中上級学習者のための
ブラッシュアップ日本語会話
清水崇文編著
日本語における適切な言葉の使い方に関する知識
を効率的・体系的に学ぶ機会を提供し，日本人と
のコミュニケーションにおいて，「自分の意図や
考えをきちんと伝えることができる能力」を養成
することを目指している。
978-4-88319-655-5 B5 180頁 別冊37頁
CD1枚付き (2,200)円
'13【発行 スリーエーネットワーク】
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会話

様々な語彙と表現を使って会話ができるよう，360
種類のテーマを用意。使用頻度の高い文法も載せ
ているため，会話をしながら文法もきちんと学べ
る。「どこが間違ってる？」というコーナーでは，
日本語学習者がよく間違う言い回しを紹介し，自
然な表現の修得を目指す。

会話に挑戦！中級前期からの日本語
ロールプレイ

日本語 20 時間
初級(英)(Ｒ)
Japanese Conversation for Beginners
Now You're Talking!
宮崎道子,郷司幸子著

会話

短期滞在者，初級教科書に入る前の準備学習用と
して最適。ローマ字とかなを併記し，英語で文法
解説。クラス授業，プライベートレッスン，独学
など使用可能。
978-4-88319-273-1 B5 150頁 別冊13頁
CD1枚付き (1,900)円
'03【発行 スリーエーネットワーク】

日中英

初～上級(英)(中)(日)

日常会話辞典
大新書局編集部編
気軽に持ち運びができるミニサイズで，どこでも
学習することができます。本書では，日常会話を
中心に，その他日本の文化やマナー，人間関係，
社会の様子など，いろいろな事が学べます。全例
文とも日中英訳付き。
978-986-6438-35-6 90×147 288頁
(2,400)円
'10【発行 大新書局】
初級(中)(日)

日本語 20 時間 ロシア語版

初級(ロ)

Теперь Вы можете
говорить!

ようこそ！台湾！超実用！飯店基礎
日語
ホテルきそにほんご

宮崎道子,郷司幸子著
『Now You're Talking!－Japanese Conversation
for Beginners－ 日本語 20 時間』のロシア語版。
キリル文字とかなを併記し，ロシア語で文法解説。
978-4-88319-427-8 B5 150頁 別冊13頁
CD1枚付き (2,500)円
'07【発行 スリーエーネットワーク】

栗原祐美著
ホテル従業員の基礎日本語教材。分かりやすくて
簡単な言葉を使って文法を解説しているので初心
者でも覚えやすい。役に立つ実用的なホテル用語
と慣用句が収録されていいます。
978-986-6438-96-7 170×230 175頁
(3,040)円
'11【発行 大新書局】

初級

日本語 おしゃべりのたね 第 2 版

日中英

初～上級(英)(中)(日)

旅遊随身辞典
西口光一監修,澤田幸子,武田みゆき,
福家枝里,三輪香織著
地域の日本語教室の学習者とボランティアが，
「おしゃべり」しながら学ぶテキスト。会話のネ
タ「おしゃべりのたね（質問・イラストなど）」が
60 以上。第 2 版は，初級文型 40 を盛り込み「き
ちんと」学びたい学習者にも対応。
978-4-88319-585-5 B5 130頁 別冊29頁
(1,600)円
'11【発行 スリーエーネットワーク】

大新書局編集部編
気軽に持ち運びができるミニサイズで，どこでも
学習することができます。本書では，旅行時の会
話などを中心に，その他生活でよく使う会話など，
さまざまな場面の会話を学びます。全例文とも日
中英訳付き。
978-986-6438-36-3 90×147 288頁
(2,400)円
'10【発行 大新書局】
中級(英)(Ｒ)

ローマ字 大阪ことばの話し方
たのしい日本語会話教室

中級

How to Speak Osaka Dialect

吉田妙子編著
高橋寛,高橋恭子著
初級ではあまり扱われない終助詞，男・女言葉，
間投詞，数字，敬語等を特に解説。10 項目の機能
に絞ってモデル会話を展開し，実際にあった珍会
話等から実践的に楽しく会話を学べる。
978-986-7918-49-9 テキスト B5 258頁
CD 3枚

(2,560)円
(3,840)円
'04【発行 大新書局】

大阪ことばの語彙集と 2 つの長文会話体を収録し，
大阪ことば，標準日本語，英訳を 3 列にして説明。
大阪ことばにふれてみたい読者にとって最適書。
978-4-88463-076-8 A6 172頁
(922)円
'95【発行 大盛堂書房】
初中級(英)(Ｒ)

ローマ字 京ことばの話し方
How to Speak Kyoto Dialect

高橋寛,高橋恭子編,中島さよ子監修,
蓮井美里英訳
日本と言えば京都，多くの人を魅了し，常に外国
人観光客で賑わう京都で使われている「京都こと
ば」の本。日本語の標準語と英語で説明してある
ので非常にわかりやすい。単語集と会話編から成
り，会話編では金閣寺や祇園祭の情報も満載して
いる。既刊書「ローマ字 大阪ことばの話し方」の
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姉妹編である。

中上級

978-4-88463-107-9 A6 160頁
(1,000)円
'09【発行 大盛堂書房】
初級(英)(Ｒ)

もっと 中級日本語で挑戦！
スピーチ＆ディスカッション
黒﨑典子編著,石塚久与,髙橋純子,二瓶知子,
渡辺恵子著

ローマ字 日本語の話し方
高橋寛,高橋恭子著,本城智子編
一日の行動を中心とした基本的な表現方法，動詞･
助動詞の活用の仕方をおさえ，場面ごとの会話例
を提供した。日本語を習得するのに最適のポケッ
ト版。

『もっと』は『中級日本語で挑戦！スピーチ＆デ
ィスカッション』の続編。日本語能力試験 N２合
格レベルの学習者を対象としている。
978-4-89358-844-9 B5 104頁
(1,500)円
'13【発行 凡人社】
初級(ポ)

978-4-88463-077-5 A6 166頁
(922)円
'95【発行 大盛堂書房】

日本語会話入門 (ポルトガル語版)
CONVERSAÇÃO EM JAPONÊS

国際交流基金日本語国際センター編

楽しく話そう

初～中級

文化外国語専門学校編

ポルトガル語を母語とする学習者を対象とした日
本語会話の入門書。学習時間は約 70 時間で終えら
れるように編集してある。独習者も利用できるよ
うに本文の訳と解説をポルトガル語で付してある。

既習文型を駆使して楽しく自由に話せる画期的な
初級会話教材。ふんだんな絵が学習者の理解を助
け豊かな発想を引き出す。多様なタスクにより活
発な教室活動ができる。中級ならより豊かな活動
も可能。指導案例付。
(920025) B5 91頁 別冊付録27頁
(1,800)円
'95【発行 文化外国語専門学校】
【発売 凡人社】

ロールプレイで学ぶ会話
初～上級
PRACTICE THROUGH ROLE PLAY CONVERSATION

初～初中級

岡野志津子,小西正子,藤野篤子著,
日本語教授法研究会編

初級からの日本語スピーチ
国･文化･社会についてまとまった話をするために

国際交流基金関西国際センター編
スピーチ活動を通じて，学習者が必要としている
語彙・表現を話題ごとに学び，まとまった話の組
み立てを学ぶことができる。話の展開を
Flowchart で視覚的に提示。効果的な発表のため
のアドバイスも掲載。
978-4-89358-564-6 B5 166頁
(2,100)円
'04【発行 凡人社】

978-4-89358-090-0 B5 170頁

(1,500)円
'92【発行 凡人社】

語学学習で最も難しいとされる適切な表現，円滑
な伝達能力を，ロールプレイを使って身につける。
機能別に表現をまとめてあるので，ごく初期の段
階から楽しく勉強しながら会話力がつき，中・上
級の学習者まで使える。
978-4-89358-413-7 1
（英語訳冊または中国語訳冊付き） B5 172頁
(1,900)円(品切れ)
(900056) 2 （英語・中国語訳冊付き） B5 99頁
(2,100)円(品切れ)
'87～88【発売 凡人社】

中級
中～上級

中級日本語で挑戦！
スピーチ＆ディスカッション
黒﨑典子編著,石塚久与,髙橋純子,二瓶知子,
細川美紀著
大学・大学院留学生に必要とされる，「公の場でま
とまった内容のことを話したり議論したりする」
口頭表現能力を身につけるための教材。スピー
チ・ディスカッションを柱にした 6 つのユニット
による構成。
978-4-89358-843-2 B5 93頁

(1,500)円
'12【発行 凡人社】

［新版］ロールプレイで学ぶ
中級から上級への日本語会話
山内博之著
「タスク先行型」の教育を具現化した教科書。ロ
ールプレイで話し，「復習しよう！」で聞き，「練
習しよう！」で書いて覚えることができる。『指導
用のポイント』が凡人社ウェブサイトからダウン
ロードできる。
978-4-89358-880-7 B5 144頁 別冊56頁
CD1枚付き (2,400)円
'15【発行 凡人社】
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How to Speak Japanese

体験的にほんご会話

初中級(英)(日)(Ｒ)

Tokyo 発体験的にほんご会話
Real Life Japanese

Craig Dibble,松本節子著
会話

日本に住む外国人のための実用的なテキスト。日
本語，ローマ字，英語併記で，日常的な情報とと
もに，ごく普通にかわされる会話が収録されてい
るので，初級日本語を学ぶ方の副読書としても大
変便利です。
978-4-89689-445-5 B6変形 240頁 CD1枚付き
32分 (2,200)円
'02【発行 ユニコム】
初～中級(英)(Ｒ)

体験的にほんご会話 Vol.2
Real Life Japanese Food

Craig Dibble,松本節子著
「体験的にほんご会話」シリーズ第 2 巻，食べ物
編。日本の「食」を丁寧に，わかりやすく，楽し
く解説している。実用的会話の字習はもとより，
読み物としてもご利用頂ける。
978-4-89689-420-2 B6 240頁
(2,200)円
978-4-89689-422-6 CD 58分45秒
(1,500)円
978-4-89689-421-9 セット （テキスト＋CD）
(3,700)円
'02【発行 ユニコム】

初級(Ｒ)
やさしい日本語

やさしい日本語
初級 Ⅰ

平嶋顕紘著
日本語を学習する外国人や日本語教師の要望に応
えて編集された本。分かりやすく学習出来るため
の工夫と丁寧な文法説明や様々な練習ドリルを掲
載。
978-4-87035-574-3 B5 198頁
(2,500)円
'16【発行 ワールド日本語インスティテュート】
【発売 梓書院】
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日本語単語スピードマスター
BASIC1800
Quick mastery of vocabulary
in preparation for the Japanese language

倉品さやか著
メインパートでは，時間・街・毎日の生活など 50
のテーマで構成。ほとんどの見出し語について例
文や熟語例，対義語などを紹介。例文は CD に収録。
動詞や形容詞の活用も練習できる。ルビと訳が隠
せる赤シート付き。
978-4-86392-010-1 A5変 308頁 CD2枚付き
(1,400)円
'10【発行 J リサーチ出版】

初中級(イ)(タ)(ベ)
日本語単語スピードマスター
日本語能力試験 N3 に出る

タイ語・ベトナム語・インドネシア
語版
日本語単語スピードマスター
STANDARD2400
倉品さやか著
好評「日本語単語スピードマスター」シリーズに
新たに加わったタイ語・ベトナム語・インドネシ
ア語版の N3 レベル。大小のテーマ分類のもと，豊
富な例文や関連語を中心に，効率よく語彙学習が
できる。２色刷，赤シート付。
978-4-86392-230-3 A5変 320頁 CD2枚付き
(1,600)円
'15【発行 J リサーチ出版】

初～初中級(イ)(タ)(ベ)
日本語単語スピードマスター
日本語能力試験 N4・N5 に出る

タイ語・ベトナム語・インドネシア
語版 日本語単語スピードマスター
BASIC1800
Quick mastery of vocabulary
in preparation for the Japanese language

倉品さやか著
好評「日本語単語スピードマスター」シリーズに
新たに加わったタイ語・ベトナム語・インドネシ
ア語版。大小のテーマ分類のもと，豊富な例文や
関連語を中心に，効率よく語彙学習ができる。2
色刷，赤シート付。
978-4-86392-113-9 A5変 308頁 CD2枚付き
(1,600)円
'12【発行 Ｊリサーチ出版】
日本語単語スピードマスター
日本語能力試験 N3 に出る

中級(英)(韓)(中)

初中級(他)
日本語単語スピードマスター
日本語能力試験 N3 に出る

マレーシア語・ミャンマー語・フィ
リピノ語版 日本語単語スピードマ
スター
STANDARD2400
倉品さやか著
好評「日本語単語スピードマスター」シリーズに
新たに加わったマレーシア語・ミャンマー語・フ
ィリピノ語版の N3 レベル。大小のテーマ分類のも
と，豊富な例文や関連語を中心に，効率よく語彙
学習ができる。2 色刷，赤シート付。
978-4-86392-349-2 B5 336頁 CD2枚付き
(1,600)円
'17【発行 Ｊリサーチ出版】

日本語単語スピードマスター
STANDARD2400
Quick mastery of vocabulary
in preparation for the Japanese language

倉品さやか著
約 70 のテーマごとに整理，効率よく語彙学習を進
められる。よく使う表現，会話場面中心の豊富な
例文が実践力を養う。意味や読みのくり返し学習
に便利な赤シート付き。毎日の学習の補助にも，
試験対策にも便利。
978-4-86392-047-7 A5変 320頁 CD2枚付き
(1,400)円
'11【発行 Ｊリサーチ出版】

初中級(他)
日本語単語スピードマスター
日本語能力試験 N3 に出る

ネパール語・カンボジア語・ラオス
語版 日本語単語スピードマスター
STANDARD2400
倉品さやか著
好評「日本語単語スピードマスター」シリーズに
新たに加わったネパール語・カンボジア語・ラオ
ス語版の N3 レベル。大小のテーマ分類のもと，豊
富な例文や関連語を中心に，効率よく語彙学習が
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初級(英)(韓)(中)(日)
日本語単語スピードマスター
日本語能力試験 N4・N5 に出る

できる。2 色刷，赤シート付。
978-4-86392-356-0 B5 336頁

CD2枚付き
(1,600)円
'17【発行 Ｊリサーチ出版】
中上級(英)(韓)(中)

語彙・表現

日本語単語スピードマスター
日本語能力試験 N2 に出る

中上～上級(イ)(タ)(ベ)
日本語単語スピードマスター
日本語能力試験 N1 に出る

タイ語・ベトナム語・インドネシア
語版 日本語単語スピードマスター
ADVANCED2800
倉品さやか著

日本語単語スピードマスター
INTERMEDIATE2500
Quick mastery of vocabulary
in preparation for the Japanese language

倉品さやか著
約 70 のテーマ分類のもと，豊富な例文と関連語句
を中心に効率よく語彙学習ができ，頭の中で自然
に言葉のネットワークが広がる。意味や読みの反
復学習に役立つ赤シート付。毎日の学習の補助に
も，試験対策にも便利。
978-4-86392-104-7 A5変 336頁 CD2枚付き
(1,600)円
'12【発行 Ｊリサーチ出版】
初中級(イ)(タ)(ベ)
日本語単語スピードマスター
日本語能力試験 N2 に出る

タイ語・ベトナム語・インドネシア
語版 日本語単語スピードマスター
INTERMEDIATE2500

好評「日本語単語スピードマスター」シリーズに
新たに加わったタイ語・ベトナム語・インドネシ
ア語版の N１レベル。大小のテーマ分類のもと，
豊富な例文や関連語を中心に，効率よく語彙学習
ができる。２色刷，赤シート付。
978-4-86392-251-8 A5 352頁 CD2枚付 (1,800)円
'15【発行 J リサーチ出版】
初中～中級(日)

外国人のための ケータイメール
＠にっぽん（＞▽＜）
笠井淳子,篠﨑佳子,二瓶知子著
この本を使えば友だちとの話し言葉が自然に楽し
く覚えられる。「顔文字」の使い方「漢字」「ひら
がな」「カタカナ」の使い分け，「えっ！」「えー
っ」「え～っ」「えっ…」の違いなど，日本語の文
字表記の多彩さを再発見できる！
978-4-87217-669-8 A5 136頁
(1,200)円
'08【発行 アスク出版】

新日本語分野別重要単語 1500

倉品さやか著
→p.128
好評「日本語単語スピードマスター」シリーズに
新たに加わったタイ語・ベトナム語・インドネシ
ア語版の N2 レベル。大小のテーマ分類のもと，豊
富な例文や関連語を中心に，効率よく語彙学習が
できる。２色刷，赤シート付。
978-4-86392-238-9 A5変 336頁 CD2枚付き
(1,800)円
'15【発行 J リサーチ出版】
日本語単語スピードマスター
日本語能力試験 N1 に出る

上級(英)(韓)(中)

日本語単語スピードマスター
ADVANCED2800
Quick mastery of vocabulary
in preparation for the Japanese language

倉品さやか著
約 70 のテーマ分類のもと，豊富な例文と関連語句
を中心に効率よく語彙学習ができ，頭の中で自然
に言葉のネットワークが広がる。意味や読みの反
復学習に役立つ赤シート付。毎日の学習の補助に
も，試験対策にも便利。
978-4-86392-124-5 A5変 352頁 CD2枚付き
(1,600)円
'12【発行 Ｊリサーチ出版】
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'03【発行 アスク出版】
身近なテーマから広げる！

初中級(英)(中)(ベ)

にほんご語彙力アップトレーニング
木下謙朗,三橋麻子,丸山真貴子
性格・季節・家などの身近なテーマに沿って語彙
を学習。全 10 課。語彙の導入ページはイラストが
盛りだくさん。語⇒句⇒文章・会話へと使えるよ
うになる単位ごとの練習を用意。さらにロールプ
レイや発表などのタスクも充実！
978-87217-931-6 B5 100頁 別冊44頁 (1,800)円
'15【発行 アスク出版】
もっと話せる！もっと使える！

初中～上級(日)

にほんご単語ドリル
～慣用句・四字熟語～
倉品さやか著
日常会話などでよく使われる，頻度の高い慣用
句・四字熟語・ことわざ 241 を精選。話し言葉を
中心に，自然でシンプルな例文を豊富に掲載。わ
かりやすいイラストと練習問題が理解を助ける。
見開き 2 ページ単位の全 50 ユニット。
978-4-87217-673-5 B5 112頁
(1,200)円
'08【発行 アスク出版】

もっと話せる！もっと使える！

初中～上級(日)

マンガで学ぶ日本語 文化編

初級(英)

LIVING JAPANESE THROUGH COMICS
Culture in Japan

にほんご単語ドリル
～ぎおん語・ぎたい語～
奥村真希,釜渕優子著

加藤清方監修,加藤清方,葦原恭子,
吉沢由香里,湯田真理子著
「日本文化」をテーマとして，愉快な登場人物の
会話と 4 コママンガでイキイキ会話表現と擬音
語･擬態語が学べる。全編英語による解説付きで，
初級学習者に最適。
978-4-87217-403-8 A5 128頁
(1,300)円
'03【発行 アスク出版】
中～上級(英)

もっと話せる！もっと使える！

中～上級(日)

にほんご単語ドリル ～動詞～
倉品さやか著
複合動詞やいろいろな意味・読みを持つ動詞など，
使い方に迷う動詞をとりあげて解説。日常会話な
どでよく使われる，頻度の高いものを精選。話し
言葉を中心に自然な例文を提示。見開き 2 ページ
単位の全 57 ユニット。
978-4-87217-689-6 B5 128頁
(1,200)円
'08【発行 アスク出版】

4 コママンガでおぼえる日本語
いろいろ使えることばをおぼえる編
Practical Japanese through Comics <Blue book>

佐々木仁子著
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。初級終了から伸び悩んでいる人向
け。英語訳付き。
978-4-87217-405-4 A5 136頁
(1,300)円
'02【発行 アスク出版】

中～上級(英)(韓)(中)(日)
もっと話せる！もっと使える！

にほんご単語ドリル ～副詞～
奥村真希,安河内貴子著
日常生活でよく使われる 265 の副詞を取り上げ，
意味が近いグループごとに配列。詳しい解説と自
然な例文，練習問題で，使い方がしっかり身につ
く。解説には，英語・中国語・韓国語の翻訳付き。
978-4-87217-718-3 B5 192頁
(1,400)円
'12【発行 アスク出版】
“生きた”例文で学ぶ

中～上級(英)

4 コママンガでおぼえる日本語
ひとつおぼえてたくさんわかる編
Practical Japanese through Comics <Red book>

佐々木仁子著
4 コママンガで楽しみながら，日本語能力試験頻
出の 90 語を学習。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。初級終了から伸び
悩んでいる人向け。英語訳付き。
978-4-87217-406-2 A5 136頁
(1,300)円
'02【発行 アスク出版】

日本語表現文型辞典
英・中・韓対訳付き
→p.51

中上級(英)(中)(ベ)
'08【発行 アスク出版】
聞いて覚える日本語単語帳

マンガで学ぶ日本語 生活編

初級(英)

LIVING JAPANESE THROUGH COMICS
Life in JAPAN

加藤清方監修,加藤清方,葦原恭子,
吉沢由香里,湯田真理子著
「日本人の生活」をテーマとして，愉快な登場人
物の会話と 4 コママンガでイキイキ会話表現と擬
音語・擬態語が学べる。全編英語による解説付き
で，初級学習者に最適。
978-4-87217-404-5 A5 128頁
(1,300)円
'03【発行 アスク出版】

キクタン日本語
【日本語能力試験 N2】
前坊香菜子,本田ゆかり,三好裕子著
膨大な語彙データから，日本語能力試験のレベル，
出題頻度に合わせて N2 合格に必要な 1,120 語を厳
選。「日本語→訳語→日本語」の音声を聞き，単語
の意味を覚えます。品詞別にまとまっているので，
効率よく学習できます。
978-4-7574-2856-0 単語帳 B6変 328頁
CD-ROM（MP3)1枚付き (2,000)円
'16【発行 アルク】
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日常会話などでよく使われる，頻度の高い 209 語
を精選。話し言葉を中心に，自然でシンプルな例
文を豊富に掲載。わかりやすいイラストが，さら
に理解を助ける。「動詞と一緒に覚える」「テーマ
で覚える」の 2 部構成。
978-4-87217-664-3 B5 108頁
(1,200)円
'07【発行 アスク出版】

初～初中級
中級(英)(中)(ベ)

だれからだれに？（新装版）
聞いて覚える日本語単語帳

田島弘司監修,グループイレブン編集

キクタン日本語
【日本語能力試験 N3】
語彙・表現

前坊香菜子,本田ゆかり,三好裕子著
膨大な語彙データから，日本語能力試験のレベル，
出題頻度に合わせて N3 合格に必要な 1,120 語を厳
選。「日本語→訳語→日本語」の音声を聞き，単語
の意味を覚えます。品詞別にまとまっているので，
効率よく学習できます。
978-4-7574-2857-7 単語帳 B6変 336頁
CD-ROM（MP3)1枚付き (2,000)円
'16【発行 アルク】

日本語教育の現場ではしばしばネイティブスピー
カーが使わない不自然な表現に出会うことがある。
それは，日本語学習者が視点をどこに置いたらよ
いのかわからないことが原因の一つだと考えられ
る。本書は，特に誤用の多い授受・敬語表現を，
ゲームで学べるワークブック。新装版では，教師
用 CD-ROM が付いた。
(990523) B5 94頁 CD‐ROM付き
(1,500)円(品切れ)
'07【発行 グループイレブン】
【発売 凡人社】
上級

改訂版 どんなときどう使う

中～上級

日本語表現文型 500

コロケーションで増やす表現 vol.1
ほんきの日本語

→p.51

小野正樹,小林典子,長谷川守寿著
'10【発行 アルク】

初中～上級(英)(韓)(中)(ベ)
どんなときどう使うシリーズ

どんなときどう使う 日本語語彙学
習辞典
Japanese vocabulary dictionary when and how to
use words

安藤栄里子,惠谷容子,阿部比呂子,
飯嶋美知子著
語彙は N１～N３レベルのものに絞り，
50 音順に掲
載。それぞれの語には，英・中・韓・ベトナム語
の翻訳が付いています。合成語・類義語・対義語・
関連語・コロケーション情報も充実。音声ダウン
ロードサービス付き。
978-4-7574-2456-2 A5 549頁

マンガで学ぶシリーズ

(2,800)円
'14【発行 アルク】
上級(英)(韓)(中)

初〜中級で学ぶ動詞，形容詞，名詞を「結びつき
やすい表現＝コロケーション」の観点から増やし，
日常生活で使う表現を効率的に習得できる，上級
用語彙練習テキスト。
978-4-87424-457-9 A5 136頁 CD-ROM1枚付き
(1,600)円
'09【発行 くろしお出版】
上級

コロケーションで増やす表現 vol.2
ほんきの日本語

小野正樹,小林典子,長谷川守寿著
コロケーションに着目し，語彙力，表現力を増や
すための上級用問題集の第 2 弾。〔足・口・目〕と
いう概念の中から代表的な初級語彙を選抜。日常
的によく使うことばが効率的に学べ，そのことば
の理解力が増すと好評。
978-4-87424-494-4 A5 136頁 CD-ROM1枚付き
(1,600)円
'10【発行 くろしお出版】

マンガで学ぶ日本語上級表現使い分
け 100
Learning with Manga:A Usage Guide for 100
Advanced Japanese Expressions

中上級(日)
大学生，社会人の日本語応用力を伸ばす

使うことば

増田アヤ子著,柳原満月マンガ
松田浩志著
「この言い方とこの言い方，似ているけど何が違
う？」学習者が使い分けにくい表現 100 を，それ
ぞれの使い方の違いがよくわかる４コマ漫画で紹
介。ブラックユーモア溢れる漫画を楽しみながら
学習を進められます。
978-4-7574-2046-5 B5 216頁 別冊21頁
(2,000)円
'11【発行 アルク】

82

四字熟語，慣用句，決まり文句を徹底して練習す
るドリル。大学生，一般社会人が日常の言語活動
では活用できていない表現の練習をする。
978-4-327-38458-6 B5 74頁＋別冊解答
(1,000)円
'11【発行 研究社】

中級(日)

大学生、社会人の日本語応用力を伸ばす
デジタルコンテンツを学ぶ留学生のための

使うことば ２
松田浩志監修・著作,関綾子,ほか著

(978-4-327-38460-9) B5 112頁 別冊解答
(1,300)円
'11【発行 研究社】

カタカナ語表現練習帳
冨田美知子監修／著,遠藤樹子,田所直子,
中村たか子,藤巻和代著
カタカナ語を聴き取り，その意味を理解し，使い
方に慣れることを目的に，コンテンツ，ビジネス，
クリエイティブ，IT，デジタルコミュニケーショ
ンの分野ごとに練習問題を提供。音声ダウンロー
ド。
978-4-7722-3168-8 B5 78頁
(2,300)円
'15【発行 古今書院】

中級(英)(日)

日本語 言葉のコンビネーション・ハ
ンドブック

日本語表現の教室 中級

中級

語彙と表現と作文

倉八順子著

Common Japanese Collocations

庄司香久子監修
日本語の名詞と動詞・形容詞のより自然なコンビ
ネーションを覚えて，日本語力をアップする，画
期的な一冊。 ※日本円の価格はご購入時のレー
トによって変動します。
978-1-56836-557-2 四六変 256頁 $19.95
'10【発行 講談社 USA】
上級(英)

日本語を 300 時間学習した人が，日本の社会文化
と対話できるように，12 章からなる教室を構成。
600 の新出漢字，1200 の語彙，90 の表現，12 の作
文を学ぶ。1200 の語彙は，英語，中国語，韓国語
の訳がある。
978-4-7722-6023-7 B5 176頁
(2,600)円
'05【発行 古今書院】

日本語を磨こう

中級

名詞・動詞から学ぶ連語練習帳

日本語の擬音語・擬態語（改訂版）
Jazz Up Your Japanese with Onomatopoeia

福田浩子著
自然な日本語表現に欠かせない代表的擬音語・擬
態語をダイアローグの中で学習できるよう配慮。
すべての擬音語・擬態語に G(Good)/N(Neutral)/
B(Bad)を付け，正しいニュアンス，使用法を豊富
な例文を用いて解説。 ※日本円の価格はご購入
時のレートによって変動します。
978-1-56836-486-5 四六変 240頁 $20.95
'03【発行 講談社 USA】

神田靖子,佐藤由紀子,山田あき子著
日本語らしい表現を求める留学生向け練習帳。新
聞の社説やコラムから題材を得て，1,000 以上の
連語を具体的に解説。たくさんの練習問題を掲載。
本文には読み仮名，言葉の解説には英語を添え，
辞書がわりに引ける索引も。
978-4-7722-6008-4 A5 236頁
(2,600)円
'02【発行 古今書院】

連語を使おう

中級(日)

文型・例文付き連語リストと練習問題
進学を目指す人のための

教科につなげる学習語彙 6000 語
→p.47
'11【発行 ココ出版】
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

神田靖子,佐尾ちとせ,佐藤由紀子,
山田あき子編著
日本語を学ぶ中級，上級レベルの留学生が，より
日本語らしい日本語を身につけるためには連語に
ついて習熟することが一番の近道。よく使われる
連語リストに文型・例文をつけた日本語テキスト。
978-4-7722-9003-6 B5 200頁
(2,800)円
'11【発行 古今書院】

日本語生活用語集

→p.48
'10～15【発行 ココ出版】

(中)(日)

斎藤裕子著
「医療生活分冊」は医療用語約 3000 語と病院で使
える会話集。「学校生活分冊」は学校用語約 2,000
語と学校会話。「介護生活分冊」（上）は介護用語
約 1,300 語，介護保険制度の概要と申請時の会話。
（下）は約 3,200 語の実際の介助時に使える会話。
医療生活分冊 A5 400頁
学校生活分冊 A5 255頁
介護生活分冊（上） B5 258頁

(2,800)円
(2,000)円
(2,700)円
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本著では四字熟語の代わりに，擬態語・疑似語と
呼ばれる言葉，副詞，さらには，慣用句の中で同
じような意味，用法を持つがその違いを明確にす
る練習を通して，大学生，一般社会人が日常の言
語活動では活用できていない表現の練習をする。

介護生活分冊（下） B5 430頁
(3,300)円
'91～15【発行 斎藤裕子】

初～上級(韓)

着々！日本語新常用漢字 2136
착!붙는 일본어 新상용한자 2136

くらべてわかる 初級日本語表現文
型ドリル
語彙・表現

→p.52
'10【発行 Ｊリサーチ出版】

くらべてわかる
日本語表現文型辞典
大阪 YWCA／岡本牧子・氏原庸子共著
日本語の表現文型をマスターするのに最適の一冊。
上級日本語の基礎となる定型的な「基本表現」を
ピックアップ。似通った表現と対比することで，
正しい用法が身につくようになっている。誤用例
を含む豊富な文例は，学習者にも日本語指導者に
も大いに役立つ。
978-4-901429-72-6 A5 368頁
(2,000)円
'08【発行 Ｊリサーチ出版】
ことばのネットワークがどんどん広がる！

語彙マップで覚える漢字と語彙
中級 1500

キム･ジヨン著
2136 個の常用漢字を初中級と上級レベルの 2 つの
パートに分け，それぞれテーマ別に整理。やみく
もに漢字を覚えるのではなく，似たような意味を
持ち一緒に使われることが多い漢字を効率的に学
習できる。間違いやすい漢字や単語を例文で分か
りやすく説明，類語も確実に理解できる。
978-89-402-9190-0 四六倍 608頁
(3,600)円
'16【発行 時事日本語社】

着々！日本語単語帳

初中級(韓)

착!붙는 일본어 단어장

日本語勉強技術研究所著
4 カテゴリ，37 のテーマに分けられ，Ｎ4・Ｎ5 対
応の単語がぎっしり。可愛いイラストが描かれて
いるため，わかりやすくスラスラ覚えられる。覚
えた後は，空欄に意味を書きながらセルフチェッ
ク可能。
978-89-402-9181-8 153×225mm 208頁 (2,600)円
'16【発行 時事日本語社】
初中級(英)(韓)(中)

→p.91
'10【発行 Ｊリサーチ出版】

初級から中級への日本語ドリル
〈語彙〉

中級(韓)

Nihongo Drills for Intermediate Learners
[Vocabulary]

イ・ドングンの日本語クリニック
이동근의 일본어 클리닉

松本節子,佐久間良子著
イ・ドングン著

韓国人が間違いやすい日本語表現(同じ単語で異
なる意味を持つもの。韓国語にはない単語，略語
や外来語)をまとめた教材。間違った表現をしてし
まう理由を解説し，関連語句と例文を用いて正し
い表現にする過程を分かり易く学習できる。
978-89-402-9105-4 135×220mm 404頁 (2,700)円
'12【発行 時事日本語社】

初級から中級へのステップアップのカギとなる，
語彙を増やすためのドリル。初級の動詞と組み合
わせて覚えることで，日本語能力試験 N2 レベルの
語彙を無理なく身につけられる。初級の基本文法
を修了した学習者向け。〈文法〉の姉妹編。
978-4-7890-1329-1 B5 128頁 (1,200)円(品切れ)
'08【発行 ジャパンタイムズ】
中上級(英)(日)

初中級(韓)

韓国人が間違いやすい日本語公式
99
한국인의 잘못된 일본어 공식 99

ジョ・ナムソン,本多美保,キム・ヒョンジュ,
木下久美子著
韓国人が間違いやすい日本語を 4 コマ漫画でおも
しろく解説，気軽に読むことができる。同時に正
しい単語とその文化的背景や実例を分かりやすく
解説し，日常生活で正しく使えるようにする。
978-89-402-9106-1 170×220mm 206頁 (1,800)円
'12【発行 時事日本語社】
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新聞・テレビ ニュースの日本語
用例で覚える重要語彙 1000
News Nihongo: Enrich Your Japanese Vocabulary
through Newspaper & TV News

松本節子,長友恵美子,佐久間良子,浜畑祐子,
岩見智恵子,盛田真規子著
ニュースに頻出する語彙を，経済・政治・社会・
科学の分野別に豊富な例文とともに掲載。ニュー
スでよく使われる表現集や，日経新聞と NHK の生
記事を使った練習問題，語彙クイズと合わせて，
重要語彙の定着を図る。復習ドリル付き。
987-4-7890-1596-7 B5 160頁
(1,600)円
'15【発行 ジャパンタイムズ】

自由自在 Pocket

中～上級(日)

国語力を高める語彙 1560
中学教育研究会

978-4-424-36501-3 B6 288頁
(1,000)円
'13【発行 受験研究社】
まとめノート
小学４年までに覚えたい

まとめノート

初～中級(日)

国語基本語１２００

978-4-88319-738-5 B5 84頁 別冊15頁
(900)円
'16【発行 スリーエーネットワーク】

語彙力ぐんぐん 1 日 10 分

中～上級(日)

河野桐子,野口仁美,馬原亜矢著
中・上級レベルで必要な擬音語・擬態語，慣用表
現などを楽しい文を使って学習する教材。1 ペー
ジ 1 テーマでクイズ形式なので，授業のちょっと
した空き時間に，ウォームアップや最後のまとめ
として使える。
978-4-88319-271-7 A5 64頁 別冊27頁
(800)円
'03【発行 スリーエーネットワーク】

総合学習指導研究会編著
中～上級(英)(韓)(中)
グループ別の分類＆書き込み式で，語彙力がどん
どん身に付きます。各ページの上段に言葉とその
意味を 6 つ並べ，下段にそれらの言葉の用例を穴
埋め式の問題にして確認できるようにしています。
978-4-424-28212-9 B5 208頁
(1,100)円
'13【発行 受験研究社】
まとめノート

まとめノート

中～中上級(日)

敬語と言葉のきまり

分野別カタカナ語彙トレーニング
島野節子,世良明美,辻野裕子,妻形ひさゐ,
永見洋子,山岡園枝著
日本語能力試験や日本留学試験，日常生活に役立
つカタカナ語彙の習得を目標とした問題集。わか
りやすい例文と豊富な問題量で定着を図る構成。
『完全マスターカタカナ語彙』を改題。
978-4-88319-536-7 B5 170頁 別冊21頁
(1,300)円
'10【発行 スリーエーネットワーク】

総合学習指導研究会編著
書き込み式で基本からわかりやすくていねいに解
説しているので，最後まで学習を進めることがで
きます。学んだ知識を確実に身に付けられるよう
に，わかりやすい解説の下に練習問題を用意して
あります。
978-4-424-28213-6 B5 80頁
(950)円
'14【発行 受験研究社】

(英)(中)(日)
日本のことわざ・慣用句の魅力を再発見！

成語諺語

精選 300 則
上野潤子著

みんなの日本語

中級

みんなの日本語中級Ⅰ
くり返して覚える単語帳
スリーエーネットワーク編著
『みんなの日本語中級Ⅰ 本冊』に準拠した「単語
帳」のような問題集。くり返し使用することで新
出語彙の確認，整理，定着を促す。多様な問題形
式で，単調になりがちな語彙学習を楽しく飽きず
に行える。
978-4-88319-709-5 B5 73頁 別冊12頁
(900)円
'15【発行 スリーエーネットワーク】

中級
みんなの日本語

日本に古くから伝わる 300 句のことわざ・慣用句
をまとめた一冊。外国語を学習する学習者にとっ
て，文化的背景などの違いによって意味理解が難
しいが，本書は，日本語・中国語・英語の詳しい
説明付きで，分かりやすく効率よく学ぶことがで
きます。
978-986-321-125-9 A5 174頁
(3,040)円
'17【発行 大新書局】

禮貌日語

中級(中)(日)

日本人でも間違える敬語

陳慶彰著
正式な場面や職場でよく使われる敬語。
場面や相手によって違う豊富な例文と会話凡例を
収録し，実践的な話し方を伝授します。
978-986-6438-93-6 170×230 174頁
(3,840)円
'10【発行 大新書局】

みんなの日本語中級Ⅱ
くり返して覚える単語帳
スリーエーネットワーク編著
『みんなの日本語中級Ⅱ 本冊』に準拠した「単語
帳」のような問題集。くり返し使用することで新
出語彙の確認，整理，定着を促す。多様な問題形
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語彙をランク別・テーマ別に分類してあります。
また，見出し語の類語や対義語，関連性の高い言
葉を掲載して見出し語同士でリンクさせるなど，
豊かな語彙力を身につけられるように工夫してい
ます。

式で，単調になりがちな語彙学習を楽しく飽きず
に行える。

オノマトペラペラ
初中級(英)
マンガで日本語の擬音語・擬態語
ONOMATO-PERA-PERA An illustrated Guide to
Japanese Onomatopoeia
読売新聞英字新聞部監修,水野良太郎編
語彙・表現

日本語のコミュニケーションに欠かせない擬音
語・擬態語を，微妙なニュアンスを理解するのに
ピッタリなマンガで紹介し，意味を日本語と英語
で収録。読売新聞発行の英字新聞「The Japan News」
連載の「ONOMATO-PERA-PERA」を書籍化。
978-4-490-20868-9 A5 192頁
(1,800)円
'14【発行 東京堂出版】
MICHEY'S WORD PLAY

初中級(英)(日)(Ｒ)

語彙 表現

中級

中級レベル☆エッセンスⅡ

藤田昌志著
中級日本語の勉強を半ば終えた日本語学習者が語
彙や表現を更に拡充するためのテキスト。自習書
としても使用可能。本テキストの語彙・表現をマ
スターすれば 1020 の中級レベル（後半）の語彙・
表現が身につく。
(900135) B5 88頁

(1,300)円
'05【発行 凡人社】
上級(英)(韓)(中)

留学生のための分野別語彙例文集
第2版

ひらひらきらり 新版
加藤由紀子,伊藤かんな,河合瑞恵,藤森秀美,
三輪郁子,三輪実希,六郷明美著

オノマトペ―英語の世界

はせみつこ作,中畝治子絵
日本語独特の表現である「擬音語・擬態語」を，
言葉のパフォーマーはせみつこが楽しく紹介しま
す。ローマ字表記を付けた索引もあります。初中
級以上の学習者向け。絵つきでポエティックな日
本語表現学習書。大幅に増補した新版。
978-4-905194-75-0 25.7×21㎝ 184頁 (2,300)円
'14【発行 冨山房インターナショナル】

このテキストは入学試験や大学の授業で小論文・
レポートを書く必要がある日本語学習者を対象に
した教科書。入学試験の小論文の問題で出題され
た話題の中から主だった 10 の分野を選び，分野ご
とに重要語彙を掲載している。語には全て英語・
中国語・韓国語訳付き。すべての漢字にルビ。そ
れぞれの語に豊富な例文が付いている。
978-4-89358-647-6 B5 162頁

(1,500)円
'07【発行 凡人社】

日本語能力試験対応

きらり☆日本語

N5

語彙

初～中級

→p.122
'12【発行 凡人社】

ペアで覚えるいろいろなことば
初・中級学習者のための連語の整理

秋元美晴,有賀千佳子著
日本語能力試験対応

きらり☆日本語

N4

語彙

→p.123
'13【発行 凡人社】

日本語能力試験対応

きらり☆日本語

N3

語彙

→p.123
'16【発行 凡人社】

語彙 表現

中級

中級レベル☆エッセンスⅠ

藤田昌志著
中級日本語の勉強を始めた学習者が語彙や表現を
拡充するためのテキスト。自習書としても使用可
能。本テキストの語彙・表現をマスターすれば
1020 の中級レベル（前半）の語彙・表現が身につ
く。
(900129) B5 90頁
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(1,300)円
'04【発行 凡人社】

名詞と結びつく語の中には「知らなければ使えな
い」ものが少なくない。本書は，名詞を中心に連
語を整理したテキストであり，読み教材・連語リ
スト・ドリルからなる各課は，どの課からでも学
習できるようになっている。
978-4-8386-0636-8 B5 248頁
(1,845)円
'96【発行 武蔵野書院】

表記（かな・漢字）
2001 漢字

初中級(英)(日)(ベ)

2,161 字を分析し，漢の時代の文字構成法によっ
て漢字の成り立ちを英語で説明してあるため，漢
字が非常に覚えやすい。同義同形文字参照番号付。
簡単な視覚的索引でだれにでもすぐ引けるように
なっている。
(990104) B5 133頁
(絶版)
'80【発行 Institute of Japanese Studies】
【発売 凡人社】
初級(英)(韓)(中)
ことばのネットワークがどんどん広がる！

PRACTICAL KANJI 基礎 500 漢字
Vol.2
公益社団法人 国際日本語普及協会著
基礎 500 漢字（全 2 巻）の第 2 巻目。場面や文脈
の中で漢字を示すことで，漢字と意味が結びつき，
漢字語彙を効率よく増やせる。読む・書く・聴い
て書き取るなどの練習問題も多彩。付属の赤シー
トで漢字語彙の読みを隠しての学習も可能。漢字
練習シートで単漢字の書き練習もできる。
978-4-87217-976-7 AB 280頁 別冊解答36頁
CD-ROM付き 赤シート付き (2,600)円
'16【発行 アスク出版】

語彙マップで覚える漢字と語彙
初級 1400

初中級(英)(韓)(日)(ポ)
初級が終わったら始めよう

徳弘康代監修・著
場面やテーマごとに言葉を整理しながらマップ上
に展開，頭の中で言葉のネットワークが構築され
る。豊富なイラストを背景に初級の語彙と基本表
現がどんどん身につく。ローマ字読みやレベル表
示，対訳なども学習を補助。2 色刷。
978-4-86392-214-3 B5変 192頁
(1,400)円
'15【発行 J リサーチ出版】

Nine-House Kanji Quiz

初級(英)

永井津記夫著
クロスワードに似たクイズを解きながら漢字を楽
しく学習。よく使われる漢字を 100 厳選し，音読
み・訓読み・意味，成り立ちから例文，問題まで，
1 冊で学習できる。解説は英語。日本語には総ル
ビ付き。
978-4-87217-063-4 B6 216頁
(1,500)円
'99【発行 アスク出版】
初級(英)(日)(ベ)

PRACTICAL KANJI 基礎 500 漢字
Vol.1
公益社団法人 国際日本語普及協会著
基礎 500 漢字（全 2 巻）の第 1 巻目。場面や文脈
の中で漢字を示すことで，漢字と意味が結びつき，
漢字語彙を効率よく増やせる。読む・書く・聴い
て書き取るなどの練習問題も多彩。付属の赤シー
トで漢字語彙の読みを隠しての学習も可能。漢字
練習シートで単漢字の書き練習もできる。
978-4-87217-975-0 AB 248頁 別冊解答28頁
CD-ROM付き 赤シート付 (2,400)円
'16【発行 アスク出版】

にほんご漢字トレーニング
松浦真理子,上妻直博,半田健一著
『Build Up Your KANJI SENSE 漢字のコツがわか
る本』(2009 年)の改訂版。問題数や収録語数を増
やし，より使いやすくリニューアル。何度も書い
て覚えるのではなく，読み方や意味を推測する練
習を通して，わかる漢字を増やしていく。英語・
韓国語・ポルトガル語の翻訳付き。
978-4-87217-794-7 B5
120頁+［別冊1］24頁+［別冊2］12頁 (1,500)円
'11【発行 アスク出版】

読める書ける中級漢字

中級

日本語能力検定試験 2 級対応

ジャパンフジインターナショナルスクール,
KCP インターナショナル語学研修院編
漢字 528 字。1 項 6 字で 88 回分。1 回分を 1 日と
して 3 ヶ月で終了。日本語能力試験 2 級に対応。
漢字 1 字について，音/訓，使用例，例文を付け，
練習・実力・応用問題を付け，学習が確実に進む
よう，配慮してある。
978-4-900659-57-5 B5 125頁
(1,500)円
'04【発行 アドスリー】
初～中級(英)(中)
アルク日本語文字学習シリーズ

漢字ビギナーズ
24 の法則でわかる！
KANJI ISN'T THAT HARD！

武部良明著
非漢字圏学習者向け漢字テキスト。「絵が漢字に
なりました」「サインで動詞を表します」など，簡
単な 24 の法則に分類して漢字を紹介。さらに各漢
字にイラストや説明文が付いているので楽しみな
がら漢字が学べます。
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表記（かな・漢字）

Joseph R. De Roo 著

978-4-7574-2496-8 B5 180頁

(2,000)円
'14【発行 アルク】

初～初中級(英)(韓)(タ)(中)(ベ)

表記（かな・漢字）

新装版 1 日 15 分の漢字練習
初級～初中級

978-4-7574-1953-7 B5 155頁

日本語文字学習シリーズ

学校法人 KCP 学園 KCP 地球市民日本語学校編

978-4-7574-2012-0 （上） B5 207頁 (1,800)円
978-4-7574-2013-7 （下） B5 219頁 (1,800)円
'11【発行 アルク】
中級(英)(韓)(タ)(中)(ベ)
1 日 15 分の漢字練習シリーズ
CD 付きだから，聞いて覚えて中級漢字を３カ月でマ
スター

本田弘之著
文字の書き順や書く方向に加え，書き方の説明や
コツを，それぞれの文字について示し，だれにで
も読めるきれいな文字で書けるように導きます。
「ここでペンを離さない」「ここまで一筆で書く」
「平行に書く」「ここではねる」など，学習者が間
違えやすいポイントを押さえた説明です。★英
語・ベトナム語・インドネシア語訳付き★
978-4-7574-2607-8 B5 92頁
(1,000)円
'14【発行 アルク】
日本語文字学習シリーズ

学校法人 KCP 学園 KCP 地球市民日本語学校編
上下巻合わせて３カ月で，中級漢字 500 字を学習
します。１課で学習する漢字は５つだけなので，
無理なく学習を続けることができます。また，漢
字の使用例と例文を掲載しているので表現の幅を
広げることができます。
978-4-7574-2078-6 上
B5 172頁 別冊40頁 CD1枚 (2,000)円
978-4-7574-2079-3 下
B5 168頁 別冊36頁 CD1枚 (2,000)円
'12【発行 アルク】
アルク日本語テキスト

漢字をひたすら書いて覚える，という従来までの
スタイルの漢字習得を難しく感じている学習者へ
の漢字授業，困っていませんか？ 本書では同じ
パーツを持つ漢字を並べ，それぞれの漢字の表す
意味をイラストと文章で説明。イメージをつなげ
て覚えるので，記憶に残りやすいのです。さらに，
ゲーム性のある問題を取り入れて楽しく漢字学習
に取り組める工夫がいっぱいです。 ★英語・ベ
トナム語・中国語・インドネシア語訳付き★
978-4-7574-2618-4 B5 172頁
(2,000)円
'15【発行 アルク】

どんどんつながる漢字練習帳
イラスト&漢字データ集

初級

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
地域のボランティア日本語教室で好評だった『に
ほんご〈あいうえお〉』（凡人社刊）のリニューア
ル版。はじめて日本語を学習する人のプライベー
トレッスン，ボランティア日本語教室での使用に
最適。文字カードつき。
(1,200)円
'02【発行 アルク】

鈴木英子著
本データ集は，このテキスト中の，イラストと漢
字のデータをすべて収録。クラスサイズや用途に
合わせた絵カード・漢字カードが簡単に作れます。
『どんどんつながる漢字練習帳 初級』の著者によ
る「授業での活用例」も付いています。
978-4-7574-2626-9 B5 68頁 CD-ROM付き
(3,500)円
'15【発行 アルク】
もじ・ことばシリーズ

(ア)(イ)(英)(韓)(ス)(ポ)(ロ)(他)

新にほんご〈生活の漢字〉
漢字み～つけた
『生活の漢字』をかんがえる会著
漢字をはじめて学習する外国人のために，場面を
12 に分け，実際の写真を用いて分かりやすく学習
できる工夫をしています。また，冒頭に 12 カ国語
で使い方の説明が入っていますので，母語にかか
わりなくさまざまな学習者が利用できます。
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(英)(中)(ベ)(他)

どんどんつながる漢字練習帳 初級
鈴木英子,佐藤紀生,秀 眞知子,佐藤佳子著

中級

Kanji Practice in Minutes a Day: Intermediate
Characters

978-4-7574-0642-1 B5 78頁

(英)(ベ)(他)

すぐ書ける！きれいに書ける！
ひらがな・カタカナ練習ノート

外国人にとって苦手分野の一つが漢字の学習。日
本語能力試験の N5，N4，N3（一部）の漢字を含め
た 555 字を，毎日の学習と，読み書きのワークシ
ートの練習で習得できるように作成。英・中（繁・
簡）・韓・タイ・ベトナム語の訳付き。

1 日 15 分の漢字練習

(1,800)円
'11【発行 アルク】

初級

はじめてのひらがな
ひらがなを構成する直線や曲線を遊び感覚でなぞ
りながら，運筆力を高め，自然にひらがなの形を
マスターする。1 集では書きやすい 10 文字を，2
集では 24 文字を練習する。
978-4-7743-2305-3 1集 A4 80頁
(660)円
978-4-7743-2306-0 2集 A4 80頁
(660)円
'14【発行 くもん出版】

もじ・ことばシリーズ

初級

やさしいひらがな

もじ・ことばシリーズ

初級

漢字おけいこ
学習する漢字を意味や形の近い 5 文字ごとにまと
め，1 文字ずつ書いたあと，ことばや文の中でく
り返し練習する。日本の小学 1 年生が習う配当漢
字 80 文字すべてが無理なく効率よく学習できる。

978-4-7743-2307-7 1集 A4 80頁
(660)円
978-4-7743-2308-4 2集 A4 80頁
(660)円
'14【発行 くもん出版】

978-4-7743-2316-9 A4 80頁
(660)円
'14【発行 くもん出版】
上級へのとびら

もじ・ことばシリーズ

中級

初級

きたえよう漢字力
ひらがなおけいこ
やさしい字からむずかしい字へと，学習しやすい
独自の配列。形の似た字を続けて学習できるよう
に構成してある。たくさんのことばの中でひらが
なをくり返し書き，自力書きの力をつける。
978-4-7743-2309-1 A4 128頁
(800)円
'14【発行 くもん出版】
もじ・ことばシリーズ

初級

上級へつなげる基礎漢字 800
TOBIRA Power up your Kanji:800 Basic Kanji as a
Gateway to Advanced Japanese

岡まゆみ監修,石川智,近藤純子主筆,
筒井通雄,江森祥子,花井善朗副筆
上級へつなげる基礎漢字 800 を習得するための中
～上級用漢字教材。多様な練習問題で効率よく学
べる。
978-4-87424-487-6 B5 316頁
(2,200)円
'10【発行 くろしお出版】

はじめてのカタカナ
絵を見てカタカナことば(外来語)を書きながら，
カタカナの清音 46 文字を学習する。ひらがなとカ
タカナを対比させながら学習することで，無理な
くカタカナを習得することができる。
978-4-7743-2313-8 A4 80頁
(660)円
'14【発行 くもん出版】
もじ・ことばシリーズ

初級

カタカナおけいこ
『ひらがなおけいこ』の姉妹編。カタカナは漢字
の基礎運筆練習としても不可欠。ア行からパ行ま
で 50 音順に，濁音・半濁音や促音・拗音をふく
めたすべてのカタカナを学習。ことばの中でくり
返し書き，外来語の語彙も広げる。
978-4-7743-2314-5 A4 80頁
(660)円
'14【発行 くもん出版】
もじ・ことばシリーズ

初～初中級(イ)(英)(韓)(ス)(タ)(ベ)(ポ)

ストーリーで覚える漢字 300
Learning 300 Kanji through Stories

ボイクマン総子,渡辺陽子,倉持和菜著,
高橋秀雄監修
初級漢字 300 全ての字形と意味を，オリジナルス
トーリー（イラスト付き）で覚えた後に，読み・
書き練習を導入することで，漢字学習を楽しく短
期間にできると提案した画期的な初級漢字学習教
材。日本語能力試験の N5～N4 相当の漢字にも対応。
978-4-87424-402-9
英語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語訳版
B5 344頁 (1,800)円
978-4-87424-428-9
英語・インドネシア語・タイ語・ベトナム語訳版
B5 344頁 (1,800)円
'08【発行 くろしお出版】

初級
初中級(イ)(英)(韓)(ス)(タ)(ベ)(ポ)

はじめてのかん字
読みを覚えてから書きの学習に入ることで，漢字
を無理なく習得。語句や文を使い，漢字の読み書
きを学習するので，意味や使い方が理解しやすい。
小学 1 年の配当漢字から 30 文字をマスターする。
978-4-7743-2315-2 A4 80頁
(660)円
'14【発行 くもん出版】

ストーリーで覚える漢字 II 301-500
Learning Kanji through Stories Ⅱ301-500

ボイクマン総子,渡辺陽子著,高橋秀雄監修
『ストーリーで覚える漢字 300』の続編。初中級
200 漢字を学習できる。
978-4-87424-481-4
英語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語訳版
B5 248頁 (1,800)円
978-4-87424-561-3
英語・インドネシア語・タイ語・ベトナム語訳版
B5 248頁 (1,800)円
'10～12【発行 くろしお出版】
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表記（かな・漢字）

1 集では，ひらがなをことばと結びつけながら，
書きやすい順にひらがな清音 45 文字をマスター。
2 集では，五十音順に身近なことばの中でくり返
し練習し，ひらがなの書きを定着させる。

初～初中級(イ)(英)(タ)(ベ)

ストーリーで覚える漢字 300 ワーク
ブック
Learning 300 Kanji through Stories Workbook

岩崎陽子,古賀裕基著
表記（かな・漢字）

文脈での理解，読解，産出，音声を取り入れた多
様な出題で楽しみながら初級漢字を身につける。
JLPT，N5・N4 対策問題付き。音声は WEB サイトか
らダウンロード。
978-4-87424-666-5
英語・インドネシア語・タイ語・ベトナム語訳版
B5 208頁 別冊18頁 (1,600)円
'15【発行 くろしお出版】

ひらがなワークブック

初級(英)(日)

Kodansha's Hiragana Workbook

アン松本スチュワート著
イラストと楽しいエクササイズを盛り込んだ，
小・中学生の年齢層にも楽しく使えるひらがな学
習ワークブックです。46 のベーシックなひらがな
から，濁音，半濁音，小さい「っ，ゃ，ゅ，ょ」，
縦書き・横書きまですべてを学習します。巻末に
学習ゲーム用カードも収録。 ※日本円の価格は
ご購入時のレートによって変動します。
978-1-56836-441-4 B5変 112頁 $14.95
'08【発行 講談社 USA】

カタカナワークブック

初級(英)(日)

Kodansha's Katakana Workbook

漢字を勉強しましょう

初～中級(英)

アン松本スチュワート著

Let's Learn Kanji

ジョイス・ミタムラ,三田村康子著
基本漢字を習得するための新しい入門ワークブッ
ク。まず，基本的な書き方と部首の説明をし，次
にその組み合わせで 250 の基本漢字が，例文，ク
イズや練習によって，身につくように配慮されて
いる。 ※日本円の価格はご購入時のレートによ
って変動します。
978-1-56836-394-3 A4変 272頁 $29.00
'97【発行 講談社 USA】

イラストと楽しいエクササイズを盛り込んだ，
小・中学生の年齢層にも楽しく使えるカタカナ学
習ワークブックです。46 のベーシックなカタカナ
から，濁音，半濁音，小さい「ッ，ャ，ュ，ョ」，
縦書き・横書きまですべてを学習します。巻末に
学習ゲーム用カードも収録。 ※日本円の価格は
ご購入時のレートによって変動します。
978-1-56836-477-3 B5変 112頁 $14.95
'08【発行 講談社 USA】
初級(日)

ひらがな

初級(英)

Let's Learn Hiragana

三田村康子著
15 年にわたって日本語の教育を行ってきた著者
が，その豊富な経験に基づいて編纂した独習書。
どのようにしたら抵抗なく文字を学べるか，どの
ような誤りに陥りやすいか，という点に深い配慮
が払われている。 ※日本円の価格はご購入時の
レートによって変動します。
978-1-56836-389-9 A4変 72頁 $13.00
'85【発行 講談社 USA】

カタカナ

飯嶋美知子編著,山田京子,田中里実,
吉田雅子,藤野安紀子著
日本語能力試験 N4・N5 レベルの漢字と語彙が「使
う順」に効率的に学べる！ イラストもある「連
想マップ」と例文で，漢字＆語彙を覚えやすい構
成。試験対策にも。語彙には英語・中国語・韓国
語・ベトナム語翻訳付き。
978-4-336-05995-6 B5 208頁
(1,500)円
'16【発行 国書刊行会】

初級(英)
上級(日)

Let's Learn Katakana

三田村康子著
外来語が日増しに増えてきている昨今，カタカナ
の本格的教科書の需要が高まってきている。本書
は，外国人が短期間にカタカナの読み書きを学ぶ
ための独習書で，既刊『ひらがな』とペアで学習
するとより効果的である。 ※日本円の価格はご
購入時のレートによって変動します。
978-1-56836-390-5 A4変 88頁 $14.00
'85【発行 講談社 USA】
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使う順と連想マップで学ぶ漢字＆語
彙 日本語能力試験 N4・N5

使う順と連想マップで学ぶ 漢字＆
語彙 日本語能力試験 N1
飯嶋美知子,山田京子,田中里実,吉田雅子,
藤野安紀子著
日本語能力試験Ｎ１レベルの漢字＆語彙を効率的
に学べる！ 語彙が覚えやすい「連想マップ」や，
日本語学習者が陥りやすい弱点を補強する練習問
題，日本語能力試験対策のための「試験模擬問題」
を収録。
978-4-336-05561-3 Ｂ5 264頁
(1,800)円
'12【発行 国書刊行会】

初級(日)

留学生のための漢字の教科書 初級
300[改訂版]
佐藤尚子,佐々木仁子著

考える漢字・語彙

上級

超級編
藤田佐和子著

超級学習者向け漢字教材。旧日本語能力試験の 1
級と 2 級の漢字を学ぶ。コロケーション，漢字・
語彙のネットワーク，読み分けや使い分けのルー
ルなどについて深く考えることで，自分で考えて
学んでいく力が身につく。
978-4-904595-61-9 B5 266頁 別冊解答28頁
(2,400)円
'15【発行 ココ出版】

漢字だいじょうぶ！
中級(日)

生活の中で学ぶ漢字のツボ

中河和子,高畠智美編,トヤマ・ヤポニカ著

留学生のための漢字の教科書 中級
700[改訂版]
佐藤尚子,佐々木仁子著
中級レベル(日本語能力試験 N2～N3)の漢字を効
果的に学習するために必要な漢字 700 字とその読
み，語彙を厳選。すべての漢字の筆順を掲載し，
漢字の意味・語彙には英語，中国語，韓国語，ベ
トナム語（漢越語），インドネシア語を併記。
978-4-336-06136-2 B5 248頁
(1,600)円
'17【発行 国書刊行会】
上級(日)

留学生のための漢字の教科書 上級
1000

漢字のシステムを学びながら，生活でよく用いら
れる基本的な漢字が覚えられる，地域日本語教室
向けの漢字教材。サポーター（日本語支援者）が
学習者と対話しながら学習を進められるように工
夫されている。
978-4-904595-40-4

(1,600)円
'13【発行 ココ出版】

かなマスター

初級(日)

アークアカデミー編著
日本語入門者のために作られたひらがな・カタカ
ナ練習帳。まず覚えたい語彙 500 語とともに，約
12 日間で習得！提出順序はア行，カ行，ガ行，サ
行，ザ行…の順番となっており，学習効率に配慮。
978-4-384-05573-3 B5 160頁

佐藤尚子,佐々木仁子著
上級レベル（日本語能力試験 N1/日本留学試験）
の漢字を効果的に学習するために必要な漢字
1,000 字とその読み，語彙を厳選。すべての漢字
の筆順を掲載し，漢字の意味・語彙には英語・中
国語・韓国語を併記。
978-4-336-05355-8 B5 240頁
(1,800)円
'11【発行 国書刊行会】
上級・超級日本語学習者のための

考える漢字・語彙

上級

上級編

八木真生,早川幸子,中村朱美著
上級学習者向けの漢字教材。旧日本語能力試験の
1 級と 2 級の漢字を学ぶ。漢字・語彙のネットワ
ークに注目し体系的に学んだり，用例などから意
味を推測し，ルールを見いだすことができる。N1
合格を目指す学習者に最適。
978-4-904595-60-2 B5 218頁 別冊解答40頁
(2,000)円
'15【発行 ココ出版】

漢字マスター

(1,500)円
'10【発行 三修社】

初～中級(日)

アークアカデミー編著
ロングセラーシリーズの改訂版。N1～N5 のレベル
別で 5 タイトルあり。
978-4-384-05631-0
978-4-384-05632-7
978-4-384-05633-4
978-4-384-05634-1
978-4-384-05635-8

N1
N2
N3
N4
N5

B5
B5
B5
B5
B5

248頁
(2,000)円
184頁
(1,800)円
192頁
(1,800)円
232頁
(1,800)円
160頁
(1,800)円
'12【発行 三修社】

初中～上級(英)(韓)(中)(日)
ことばのネットワークがどんどん広がる！

語彙マップで覚える漢字と語彙
中級 1500
Learn 1500 intermediate-level kanji and
vocabulary items using a word map

徳弘康代監修・著,飯嶋美知子,山田京子,
河住有希子,吉田雅子共著
教育やビジネスなど諸分野に利用されている「ニ
ューラルネットワーク」のアイデアを取り入れた
教材。自然，趣味，体など 14 のテーマでマップを
作成，ページを繰ると読みと訳が確認できる。頭
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表記（かな・漢字）

初級レベル(日本語能力試験 N3～N5)の漢字を効
果的に学習するために必要な漢字 300 字とその読
み，語彙を厳選。すべての漢字の筆順を掲載し，
漢字の意味・語彙には英語，中国語，韓国語，ベ
トナム語（漢越語），インドネシア語を併記。
978-4-336-05873-7 B5 216頁
(1,600)円
'14【発行 国書刊行会】

上級・超級日本語学習者のための

の中で言葉が自然に整理され，漢字や語彙の学習
に効果的。
978-4-86392-018-7 B5 160頁 別冊40頁

初中～中級(英)(日)

KANJI PUZZLES & QUIZZES
漢字パズル＆クイズ

(1,400)円
'10【発行 Ｊリサーチ出版】
表記（かな・漢字）

初級(英)

KANA CAN BE EASY [Revised Edition]
絵で覚えるひらがな・カタカナ［改訂版］

青山美佳著
日本語能力試験 N2・N3 レベルの漢字を中心とした
全 88 問。部首や熟語を考えるパズルで文字・語彙
力を伸ばし，カラー写真を多用した地理や暮らし
に関するクイズで日本文化について知る。漢字を
さまざまな角度から楽しみたい人にお薦めの 1 冊。
978-4-7890-1652-0 新書 160頁
(1,200)円
'16【発行 ジャパンタイムズ】

小川邦彦著
ひらがな・カタカナをより速く，しかも確実に覚
えられるよう，字形のイメージと絵を結びつける
画期的な連想記憶法を用いた独習用教材。かな入
門のロングセラーをより使いやすく改訂。
978-4-7890-1661-2 A5 128頁
(1,200)円
'16【発行 ジャパンタイムズ】
中～上級(英)

KANJI IN CONTEXT [Revised Edition]
A Study System for Intermediate
and Advanced Learners
中・上級学習者のための漢字と語彙［改訂新版］

正しく美しい書き方

正しく美しい書き方
タカナ・すうじ

初級(日)

ひらがな・カ
幼児教育研究会編著

はがせるドリル式。1 ページ１字に 23 回の練習で
無理なくしっかり反復練習ができ，定着します。
筆順と書き方の注意点があり，正しい字の書き方
が身につきます。「おけいこボード」で何度でも練
習できます。
978-4-424-11401-7 B5 104頁
(650)円
'12【発行 受験研究社】

アメリカ・カナダ大学連合日本研究センター編
中・上級者必携の漢字教材。「改定常用漢字表」の
全 2,136 字を難易度順に 7 レベルに分類し，読み・
書き順のほか，英訳付きの漢字語彙約 9,500 語を
あわせて収載。ワークブックの併用で漢字の知識
を積み上げながら効率的に学習できる。
978-4-7890-1529-5 B5 432頁
(3,500)円
978-4-7890-1530-1 Workbook Vol.1 B5 224頁
(2,200)円
978-4-7890-1531-8 Workbook Vol.2 B5 160頁
(1,600)円
'13【発行 ジャパンタイムズ】

正しく美しい書き方

初級(日)

正しく美しいひらがなの書き方
幼児教育研究会編著
ひらがな 1 字を 2 ページで練習します。文字 1 つ
1 つに「書き順」「正しく書くポイント」「美しく
書くポイント」を示しています。「おけいこボー
ド」で何度でも練習できます。
978-4-424-11402-4 A4 96頁
(750)円
'14【発行 受験研究社】
正しく美しい書き方

げんきプラス

初～中級(英)

KANJI LOOK AND LEARN
512 Kanji with Illustrations and Mnemonic Hints
イメージで覚える[げんき]な漢字 512

坂野永理,池田庸子,品川恭子,田嶋香織,
渡嘉敷恭子著
主教材を問わず使える，漢字学習の決定版！ 楽
しいイラストとストーリーを使って，旧日本語能
力試験 3 級漢字すべてを含む 512 字と，その漢字
語彙が学習できる。ワークブックを併用すれば，
読み書きの実践力がさらに身につく。

幼児教育研究会編著
カタカナ 1 字を 2 ページで練習します。文字 1 つ
1 つに「書き順」「正しく書くポイント」「美しく
書くポイント」を示しています。「おけいこボー
ド」で何度でも練習できます。
978-4-424-11403-1 A4 96頁
(750)円
'14【発行 受験研究社】
正しく美しい書き方

正しく美しい書き方
978-4-7890-1349-9 本冊 B5 272頁
(1,800)円
978-4-7890-1350-5 ワークブック B5 176頁
別冊解答付き (1,200)円
'09【発行 ジャパンタイムズ】

初級(日)

正しく美しいカタカナの書き方

初～初中級(日)

漢字
小学教育研究会編著

小学 1 年・2 年で学ぶ漢字を 1 ページ 2 字ずつ練
習します。漢字をなぞる練習だけでなく，音読み・
訓読みをはじめ，熟語などを取り上げて，漢字 1
字 1 字を学びながら，覚えていきます。
978-4-424-24701-2 B5 128頁
(700)円
'13【発行 受験研究社】
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正しく美しい書き方

正しく美しい書き方

初～初中級(日)

漢字３年
小学教育研究会編著

新実用日本語シリーズ

初級(英)(ス)(中)(ポ)

新日本語の基礎 かな練習帳
JAPANESE KANA WORKBOOK

(財)海外技術者研修協会編著
初心者のための，ひらがな，カタカナの練習帳。
書き方のポイント，間違えやすいところの注意な
どが各国語で翻訳されている。
978-4-906224-28-9 英語版 B5 73頁
(680)円
978-4-906224-29-6 中国語版 B5 73頁
(680)円
978-4-88319-023-2 スペイン語版 B5 73頁
(680)円
978-4-88319-024-9 ポルトガル語版 B5 73頁
(680)円
'91～94【発行 スリーエーネットワーク】

江副式ひらがな・カタカナ練習帳
江副隆秀著
「ひらがな」と「カタカナ」および 60 の基本漢字
を学習する，書き方の入門書。「ひらがな」「カタ
カナ」「漢字」を同時に学ぶことができるように工
夫された画期的な一冊。無料アプリ COCOAR2 に対
応。書き方や，ひらがな・カタカナの成り立ちが
わかる動画付き。SNG Sound Reader でコードをな
ぞることによって，正しい発音を聞くこともでき
る。
978-4-915779-40-4 A4 121頁
(1,500)円
'17【発行 新宿日本語学校】

Write Now!

初級(英)

Kanji for Beginners

向井留実子,築地伸美,串田真知子著
非漢字圏学習者対象の，初級レベル漢字教材。旧
日本語能力試験出題基準 3 級レベル 284 字を基本
に大学生活，日常生活で必要とされる漢字 39 字を
加えた 323 字を取り上げている。漢字かな混じり
文の表記，英語での解説あり。
978-4-88319-404-9 B5 229頁 別冊36頁
(1,900)円
'06【発行 スリーエーネットワーク】
中～中上級

改訂版 例文で学ぶ 漢字と言葉 N2
西口光一著
基礎を終えた学習者にとって，総合的に日本語力
を伸ばすのに欠かせない漢字の意味・使い方・読
み書きを学習するテキスト。N2 レベルまでの漢字
を，漢字語彙として例文の中で学ぶ。3,660 の例
文を収録。
978-4-88319-611-1 B5 215頁 別冊44頁
(1,800)円
'12【発行 スリーエーネットワーク】

新日本語の基礎

初級(英)(ス)(ポ)

新日本語の基礎 漢字練習帳Ⅰ
鶴尾能子,志村三喜子,高橋美和子,菊池恵子,
萩原弘毅著
非漢字圏学習者の漢字の基礎力を強化。漢字の成
り立ち(象形文字・指事文字・会意文字・形声文字・
部首)を理解した後，『新日本語の基礎Ⅰ』に沿っ
て選んだ 252 字の読み方，筆順，用例を効率的に
習得できる。
978-4-906224-94-4 英語版 B5 205頁 別冊22頁
(1,748)円
978-4-88319-019-5 スペイン語版 B5 205頁
別冊22頁 (1,748)円
978-4-88319-017-1 ポルトガル語版 B5 205頁
別冊22頁 (1,748)円
'92～94【発行 スリーエーネットワーク】
新日本語の基礎

初～中級(英)(ス)(ポ)

新日本語の基礎 漢字練習帳Ⅱ
鶴尾能子,志村三喜子,高橋美和子,
萩原弘毅著
全体 2 部構成。PartⅠは『新日本語の基礎Ⅱ』に
対応した 25 課。
PartⅡは配当学年 3 年までの漢字
を全て網羅し，各課ごとに「自然」「人間」などの
テーマに則して漢字をセレクトした 18 課。各課 8
文字，全 344 文字を収録。
978-4-88319-003-4 英語版 B5 202頁 別冊27頁
(1,748)円
978-4-88319-020-1 スペイン語版 B5 202頁
別冊27頁 (1,748)円
978-4-88319-018-8 ポルトガル語版 B5 202頁
別冊27頁 (1,748)円
'93～94【発行 スリーエーネットワーク】
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表記（かな・漢字）

小学 3 年で学ぶ漢字を 1 ページ 2 字ずつ練習しま
す。漢字をなぞる練習だけでなく，音読み・訓読
みをはじめ，熟語などを取り上げて，漢字 1 字 1
字を学びながら，覚えていきます。
978-4-424-24702-9 B5 112頁
(700)円
'14【発行 受験研究社】

新日本語の基礎

日本語初級大地

初級(英)

日本語初級１大地 漢字学習帳
〈英語版〉

978-4-88319-698-2 ベトナム語版 B5 159頁
参考冊37頁 (1,800)円
'14【発行 スリーエーネットワーク】

中西家栄子,武田明子著
表記（かな・漢字）

非漢字圏の学習者にとっては，漢字の形の認識が
難しく，学習が困難。負担なく，効果的に学習す
るために，漢字を小さなパーツに分解して形を認
識しやすくし，読み方を学習する範囲内に限定す
るなどの工夫をした一冊。
978-4-88319-674-6 B5 123頁
(1,400)円
'13【発行 スリーエーネットワーク】
日本語初級大地

初級(英)

日本語初級２大地 漢字学習帳
〈英語版〉
中西家栄子,武田明子著
非漢字圏の学習者にとっては，漢字の形の認識が
難しく，学習が困難。負担なく，効果的に学習す
るために，漢字を小さなパーツに分解して形を認
識しやすくし，読み方を学習する範囲内に限定す
るなどの工夫をした一冊。
978-4-88319-684-5 B5 101頁
(1,400)円
'14【発行 スリーエーネットワーク】
初級(イ)(英)(タ)(中)(ベ)
一人で学べる ひらがな かたかな

一人で学べる ひらがな かたかな
(財)海外技術者研修協会編著
ひらがなとかたかなを音声と結びつけて覚える練
習帳。五十音，単語，文が収録された CD が付録。
5 ヶ国語の翻訳版を発行。
978-4-88319-158-1 英語版 B5 128頁 別冊12頁
(1,400)円
978-4-88319-308-0 中国語版 B5 128頁 別冊12頁
(1,400)円
978-4-88319-311-0 インドネシア語版 B5 128頁
別冊12頁 (1,400)円
978-4-88319-321-9 ベトナム語版 B5 128頁
別冊12頁 (1,400)円
978-4-88319-310-3 タイ語版 B5 128頁 別冊12頁
(1,400)円
'00～04【発行 スリーエーネットワーク】

初級(英)(ベ)
みんなの日本語

みんなの日本語初級Ⅱ 第 2 版 漢字
西口光一監修,新矢麻紀子,古賀千世子,
髙田亨,御子神慶子著
『みんなの日本語初級Ⅱ 第 2 版 本冊』準拠の漢
字教材。単に漢字を書いて覚えるのではなく漢字
や漢字語を，よく知っている言葉や文脈の中で無
理なく学ぶ。「初級Ⅰ」と併せて学習漢字は計 537
字。旧日本語能力試験 2 級漢字のおよそ 50％をカ
バー。
978-4-88319-744-6 英語版 B5 161頁 参考冊73頁
(1,800)円
978-4-88319-752-1 ベトナム語版 B5 161頁
参考冊73頁 (1,800)円
'17【発行 スリーエーネットワーク】
みんなの日本語

初級

みんなの日本語初級Ⅰ 第 2 版
漢字練習帳
東京国際日本語学院著
『みんなの日本語初級Ⅰ 第 2 版 本冊』にあわせ，
漢字や語彙を一部差し替えた。日常生活でよく使
う漢字 218 字を無理なく身につけられる。練習は
「漢字シート」「読み練習」「書き練習」の構成で，
数課ごとに「復習テスト」がある。
978-4-88319-602-9 B5 114頁 別冊10頁 (900)円
'12【発行 スリーエーネットワーク】
みんなの日本語

初級

みんなの日本語初級Ⅱ 第 2 版
漢字練習帳
東京国際日本語学院著
『みんなの日本語初級Ⅱ 第 2 版 本冊』にあわせ，
提出順序や練習で扱う文型，語彙を一部改訂。日
常生活でよく使われる漢字 312 字を身につけるこ
とができる。
978-4-88319-693-7 B5 176頁 別冊13頁

みんなの日本語

(1,200)円
'14【発行 スリーエーネットワーク】

初級(英)(ベ)

みんなの日本語初級Ⅰ 第 2 版 漢字
西口光一監修,新矢麻紀子,古賀千世子,
髙田亨,御子神慶子著

英文 基礎漢字
『みんなの日本語初級Ⅰ 第 2 版 本冊』準拠の漢
字教材。単に漢字を書いて覚えるのではなく，漢
字や漢字語を，よく知っている言葉や文脈の中で
無理なく学ぶ。旧日本語能力試験 4 級漢字のほぼ
全て，3 級漢字の 75％をカバー。
978-4-88319-683-8 英語版 B5 159頁 参考冊37頁
(1,800)円
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初級(英)

BASIC KANJI

曾我松男,遊佐道子著
423 の基本的漢字の字源(英文)・熟語・文例を示
し，タテからヨコから漢字が理解できるように工
夫された漢字学習書。独習者の漢字練習にも対応
できるユニークな入門書。
978-4-469-22064-3 A5 304頁
(2,800)円
'89【発行 大修館書店】

漢字の読み方・書き方 1006
中級
How to Read and Write Chinese Characters 1006
大盛堂書房出版部著

使って、身につく！ 漢字×語彙 2
清水百合,大神智春,川村千絵,菊池富美子著

［新版］BASIC KANJI BOOK VOL.1

定番の漢字教材『BASIC KANJI BOOK』のワークブ
ック第 2 弾。初級で覚えた漢字・語彙を，「聞く」
「読む」「書く」といった技能を使って総合的に練
習し，運用力を身につける。「知っている漢字」を
「使える漢字」にしよう！ 中級へ進むための語
彙力をつけるのにも最適。

基本漢字 500

978-4-89358-756-5 B5 184頁 別冊28頁

初級(英)

(1,600)円
'16【発行 凡人社】

加納千恵子,清水百合,谷部弘子,
石井恵理子著
①漢字学習に関する知識を体系的に学ぶ，②漢字
の運用能力をつける，③覚え方，整理法などを工
夫させる，というコンセプトやシラバス，課の構
成はそのままに，レイアウトを見やすく刷新。新
しい常用漢字表準拠。
978-4-89358-882-1 B5 256頁 別冊16頁
(2,400)円
'15【発行 凡人社】
初級(英)

［新版］BASIC KANJI BOOK VOL.2
基本漢字 500

加納千恵子,清水百合,谷部弘子,
石井恵理子著
旧版のコンセプトやシラバス，課の構成はそのま
まに，見やすいレイアウトに刷新。新しい常用漢
字表に準拠。語例・例文・対訳・読み物のほか，
会話や語彙の学習につながる「知っていますか で
きますか」の一部も改訂。
978-4-89358-883-8 B5 290頁 別冊20頁
(2,500)円
'15【発行 凡人社】
BASIC KANJI WORKBOOK

初級(英)(韓)(中)

使って、身につく！ 漢字×語彙 1

中級

INTERMEDIATE KANJI BOOK Vol.1
漢字 1000 PLUS 改訂第 2 版

加納千恵子,清水百合,竹中弘子,石井恵理子,
阿久津智著
好評を博している『Basic Kanji Book』に続く，
中級用漢字教材。運用力養成のための要点，まち
がえやすい読みの用法などの注意点は，学習者へ
の漢字学習時の秘訣ともいえる。自習用に，授業
用に幅広く活用できる一冊。
978-4-89358-810-4 B5 350頁
(3,200)円
'08【発行 凡人社】
中級

INTERMEDIATE KANJI BOOK Vol.2
漢字 1000 PLUS 第 3 版

加納千恵子,清水百合,竹中弘子,石井恵理子,
阿久津智,平形裕紀子著
科学・技術，政治・経済，教育・心理など，様々
な分野から「読解のための共通漢字」1,167 字を
選出。専門分野別に分けられた課ではそれぞれ
「生」の素材が豊富に使用されており，漢字の実
際の用法・使用場面が学べ，また，多種多様なタ
スクで漢字の定着だけでなく，漢字語彙力の拡充，
運用力の向上が図れる。

大神智春,清水百合著
漢字×語彙は覚えただけでは使えない。本書はそ
の漢字×語彙を使う力を育てる。その秘訣は「四
技能を総動員して漢字×語彙を学習すること」
「学習者の自由な発想を活かして練習すること」
「漢字，語彙，文法を関連付けて学習すること」
である。BASIC KANJI BOOK を使っていてもいなく
ても使える便利な一冊。
978-4-89358-755-8 B5 158頁 CD1枚付き
(1,600)円
'10【発行 凡人社】

978-4-89358-489-2 B5 388頁

(3,300)円
'08【発行 凡人社】
初級(英)

Virtual Hiragana Class in One Week
～Learning Japanese Characters on DVD～
DVD で学ぶ ひらがな一週間

学校法人 KCP 学園 KCP 地球市民日本語学校編著
DVD 収録の授業を通して，ひらがなを学習する一
冊。イラストと字形・読み方を関連付けて，楽し
くスムーズにひらがなをマスター。書き順を動画
で確認したり，発音練習したりできるなど，視聴
覚を有効に活かした学習ができる。基礎的な語
彙・表現も学べる構成。
978-4-89358-646-9 B5 DVD１枚付き
(1,800)円
'07【発行 凡人社】
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表記（かな・漢字）

日本の小学校の漢字教育で使われ，また最も頻繁
に用いられる 1006 漢字（新教育漢字）の書き方の
基本と熟語が丁寧に説明されている。
978-4-88463-093-5 A5 368頁
(2,400)円
'01【発行 大盛堂書房】

初～初中級(英)(韓)(中)
BASIC KANJI WORKBOOK

外国人のための
意味から学ぶ漢字 中上級用

漢字の道
1000 漢字習得テキスト
A ROAD TO KANJI

東京法令出版編
978-4-8090-6021-2 144頁

(絶版)
'91【発売 凡人社】

表記（かな・漢字）

初級から中級への橋渡しシリーズ①

豊田豊子著
978-4-89358-081-8

(絶版)
'90【発行 凡人社】

初中級

日本語かな入門
漢字・語彙が弱いあなたへ
足立章子,黒﨑典子,中山由佳著
漢字や文型がまだうまく使えないという初級修了
学習者のための復習用問題集。読解活動をベース
に，漢字と語彙の運用力を伸ばし，中級へのスム
ーズなステップアップを目指す。自習用にも教室
用にも最適。
978-4-89358-492-2 B5 110頁 別冊付録等8頁
(1,286)円
'01【発行 凡人社】
「できる日本語」準拠

初～初中級

漢字たまご
嶋田和子監修,有山優樹,落合知春,立原雅子,
林英子,山口知才子著
「漢字ができるようになる」とはどういうことか
という疑問からできた教科書。それぞれ 15 の場
面・トピックに必要な漢字を学習する。自分なり
の漢字の学び方を身につけられる工夫が随所にあ
るのも特長。学習した漢字は，実際の場面に近い
状況で，必要な情報を読み取ったり，漢字で書い
たりする練習をし，力を試す。「身近にある漢字が
『わかる』『できる』」という実感が得られる。『で
きる日本語』準拠。初級，初中級で N4，N5 の漢
字をカバーする。
978-4-89358-831-9 初級 B5 168頁 別冊24頁
CD1枚付き (1,600)円
978-4-89358-832-6 初中級 B5 220頁 別冊24頁
CD1枚付き (1,600)円
'12～13【発行 凡人社】
外国人のための漢字教材

初級

かんじのくすり
河原崎幹夫,河原崎めぐみ著
1 日 1 回使用し，25 日分の「読みぐすり」と「書
きぐすり」で，初級レベルの漢字 300 をマスター
する。25 のテーマ別に漢字をまとめてある。自主
学習や教室活動に使いやすい漢字学習教材。
978-4-89358-196-9 A5 50頁
(絶版)
'92【発行 凡人社】

初級

Nihongo:Kana-An Introduction to
the Japanese Syllabary

河原崎幹夫編著,杉原バーバラ訳,
国際交流基金日本語国際センター編著
教室でも独習用にも使える録音テープ付きのひら
がな及びカタカナの学習書。語例・文例は基礎的
なもので，入門期の会話学習にも役立つように配
慮されている。また，すべての語にアクセント記
号が付けられている。
978-4-89358-031-3 英語版（第３版） B5 88頁
(800)円
978-4-89358-673-5 中国語版（第２版） B5 88頁
(1,100)円
978-4-89358-113-6 スペイン語版 B5 88頁
(1,165)円
978-4-89358-141-9 ポルトガル語版 B5 88頁
(1,068)円
978-4-89358-271-3 テープ C60×2
(2,430)円
'78～08【発行 凡人社】

日本語漢字入門

初級

NIHONGO FIRST LESSONS IN KANJI

伊藤芳照編著,
国際交流基金日本語国際センター編
初歩の日本語学習者のための漢字学習書。ごく基
本的な意味や使い方を，語例・用例で知り，その
漢字の読み書きに慣れることを主な目的としてい
る。基本的な漢字 500 字を採録。
978-4-89358-033-7 英語版 A5
(2,500)円
978-4-89358-118-1 ポルトガル語版 A5
(2,820)円
(900022) ヒンディ語版 A5
(2,000)円(品切れ)
(900023) アラビア語版 A5
(2,000)円(品切れ)
(900024) モンゴル語版 A5
(2,000)円(品切れ)
(900025) インドネシア語版 A5
(2,000)円(品切れ)
(900026) 韓国語版 A5
(2,000)円(品切れ)
'78～82【発行 凡人社】
初～中級

よく使われる新聞の漢字と熟語
豊田豊子著
本書は，国立国語研究所の『現代新聞の漢字』か
らよく使われる漢字とその熟語を選び，外国人が
勉強しやすいように意味，例文を付けたものであ
る。第 1 部では上位 500 番，第 2 部では上位 1,000
番と 1,100 番までの漢字を載せている。
978-4-89358-021-4 B5 208頁 (1,600)円(品切れ)
'81【発行 凡人社】
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(英)

よくわかる常用漢字
TODAY'S JAPANESE KANJI

今田滋子,稲垣滋子,広瀬正宜,
ノア S.ブランネン著
(900027) A5 507頁

表記（かな・漢字）

マルチメディアで学ぶ

(絶版)
'87【発行 凡人社】
初中級(英)(日)

基本漢字 250
CD-ROM 付（Windows 用）
e-Book Kanji 250: A Guide to Reading and Writing
Basic 250 Kanji

小池正平著
基礎漢字 250 字に加え 404 字，計 654 字を一人で
学べる CALL 教材（64 ビット対応）。書き順をアニ
メーションで学び，2,192 の語句の発音と意味も
クリック一つで学習。漢字，語句のサーチ機能。
978-4-903719-01-6 B5 124頁
(2,800)円
'07【発行 マーナビ教材開発】
マルチメディアで学ぶ

初級(英)(日)

ひらがなとカタカナ
CD-ROM 付（Windows 用）
e-Book Kana: A Guide to Reading and Writing
Hiragana and Katakana

小池正平著
仮名を一人で学べる CALL 教材（64 ビット対応）。
92 のアニメーションで仮名の書き方を学ぶ。347
の単語の発音・意味をクリック一つで学習。デジ
タル・フラッシュカードで仮名・単語の読み方を
練習。
978-4-903719-02-3 B5 73頁
(1,600)円
'07【発行 マーナビ教材開発】

にほんご 90 日 漢字ノート

初級

星野恵子,辻和子,村澤慶昭著
「にほんご 90 日」に準拠した漢字練習帳＋問題集。
イラストや英訳もついているので，非漢字圏の日
本語学習者が，確実に 450 字を習得できる。また，
日常生活に必要な漢字もテーマや場面ごとに取り
上げていて，楽しく漢字の独習をすることができ
る。
978-4-89689-378-6 B5 272頁
(2,800)円
'00【発行 ユニコム】
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練習問題
練習問題

はじめよう日本語初級
改訂版 毎日使えてしっかり身につく

初級

初～中級

項目別日本語文法問題集-初中級用はじめよう日本語
初級１ドリルと文法

山岡千弘,山谷陽子著

TIJ 東京日本語研修所著
→p.54
'13【発行 スリーエーネットワーク】
はじめよう日本語初級
改訂版 毎日使えてしっかり身につく

初級

はじめよう日本語
初級２ドリルと文法

初級を修了し，中級へ移っていく日本語学習者を
対象にした，文法問題集。初中級学習者だけでな
く，中級あるいは上級学習者の復習教材として，
また日本語能力試験の準備教材としても最適。
978-4-89358-012-2 Ⅰ B5 67頁
(絶版)
978-4-89358-101-3 Ⅱ B5 72頁
(絶版)
978-4-89358-127-3 Ⅲ B5 64頁
(絶版)
978-4-89358-345-1 Ⅳ B5 86頁
(1,165)円
'89～95【発行 凡人社】

TIJ 東京日本語研修所著

中級

項目別日本語文法問題集Ⅰ-中級用-

→p.55
'13【発行 スリーエーネットワーク】
みんなの日本語

初級

みんなの日本語初級Ⅰ 第 2 版
書いて覚える文型練習帳
平井悦子,三輪さち子著
『みんなの日本語初級Ⅰ 第 2 版 本冊』で学習す
る語彙や文法項目を書くことによって整理，定着
させる練習帳。『第 2 版 本冊』にあわせ，語彙や
練習問題を「初版」から一部差し替えた。
978-4-88319-607-4 B5 138頁 別冊31頁

中級から上級への橋渡しのための問題集。中級レ
ベルの文型を約 70 項目取り上げた本書で，それぞ
れの項目を集中的に学習することができる。「初
中級用」シリーズの姉妹編。
978-4-89358-344-4 B5 122頁

(絶版)
'96【発行 凡人社】

読解 20 のテーマ
初級日本語問題集

(1,300)円
'12【発行 スリーエーネットワーク】
みんなの日本語

原田登美監修,富阪容子著,日本語 BANK,
凡人社編

三井豊子,柏崎雅世著
978-4-89358-143-3 B5 177頁

(絶版)
'91【発行 凡人社】

初級

みんなの日本語初級Ⅱ 第 2 版
書いて覚える文型練習帳

初～中級

日本語運用力養成問題集-初中級用-

平井悦子,三輪さち子著

大塚純子,岡野喜美子,川口さち子,
浜由美子著,寺村秀夫監修

『みんなの日本語初級Ⅱ 第 2 版 本冊』で学習す
る語彙や文法項目を書くことによって整理，定着
させるための練習帳。『第 2 版 本冊』にあわせ，
語彙や練習問題を一部差し替え。各課のまとめと
しても使える一冊。

初級修了者が既習の文型・表現を総合的，発展的
に総復習できる。自然な会話や応答の中で楽しく
問題をこなしていくうちに，運用力がつき，中級
での学習のための基礎固めができる。中上級の補
助教材としても使える。

978-4-88319-670-8 B5 169頁 別冊36頁
(1,300)円
'13【発行 スリーエーネットワーク】
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978-4-89358-023-8 1 B5 59頁
(絶版)
978-4-89358-030-6 2 改訂版 B5 67頁
(絶版)
978-4-89358-146-4 3 B5 78頁
(絶版)
'88～90【発行 凡人社】

日本語能力試験対策
上級(英)(中)(ベ)

日本語能力試験・日本留学試験読解対策シリーズ

日本語 N5
文法・読解まるごとマスター
水谷信子著
毎回の読解練習を通して，文法を復習し定着させ
ながら“ 読む力”を伸ばす。文構造や修飾関係を
わかりやすく図解することで，構文を読み解く力
を養う。複雑な文や長文も苦にせず，日本語の文
章に親しめるようになる。
978-4-86392-351-5 B5 136頁
(1,600)円
'2017【発行 Ｊリサーチ出版】

日本語能力試験

必修パターン

N1 聴解

日本語能力試験
必修パターン

氏原庸子,岡本牧子共著
テキストと問題集が一つになった完全対策本。短
期・長期，基礎固めから実戦力アップまで自在に
対応。徹底した問題分析により，出題パターンと
解答のポイントがよくわかる。付録「試験に出る
言葉」も便利。模試１回分付。
978-4-86392-228-0 B5 200頁 別冊16頁
CD2枚付き (1,800)円
'15【発行 J リサーチ出版】

日本語能力試験

中上～上級(英)(中)(ベ)
必修パターン

初級(英)(中)(ベ)
日本語能力試験・日本留学試験読解対策シリーズ

日本語 N4
文法・読解まるごとマスター
水谷信子著
毎回の読解練習を通して，文法を復習し定着させ
ながら“ 読む力”を伸ばす。文構造や修飾関係を
わかりやすく図解することで，構文を読み解く力
を養う。複雑な文や長文も苦にせず，日本語の文
章に親しめるようになる。
978-4-86392-352-2 B5 144頁
(1,600)円
'2017【発行 Ｊリサーチ出版】

N1 読解

日本語能力試験
必修パターン

氏原庸子,岡本牧子,清島千春,佐伯玲子,
福嶌香理共著
テキストと問題集が一つになった完全対策本。短
期・長期，基礎固めから実戦力アップまで自在に
対応。出題パターンと解答のポイントがよくわか
り，豊富な問題と丁寧な解説で，あらゆる問題に
対応できる力が身につく。
978-4-86392-249-5 B5

216頁 別冊16頁
(1,600)円
'15【発行 J リサーチ出版】

上級(英)(中)(ベ)
日本語能力試験

必修パターン

日本語能力試験
必修パターン

N1 語彙

上級(英)(中)(ベ)
日本語能力試験

必修パターン

日本語能力試験
必修パターン

N1 文法

氏原庸子,岡本牧子共著

氏原庸子,岡本牧子共著

テキストと問題集が一つになった完全対策本。短
期・長期，あらゆる対策に便利。徹底した問題分
析をもとに，出題パターンごとに「試験に出る語
句」を整理し，問題演習。効率よく実戦力を高め
ていく。模試 1 回分付。

テキストと問題集が一つになった完全対策本。短
期・長期，あらゆる対策に便利。徹底した問題分
析により，出題パターンと解答のポイントがよく
わかる。基礎編で文法の総合力，対策編で実戦力
を高める。模試１回分付。

978-4-86392-242-6 B5 224頁 別冊8頁 (1,600)円
'15【発行 J リサーチ出版】

978-4-86392-233-4 B5 224頁 別冊8頁 (1,600)円
'15【発行 J リサーチ出版】

99

日本語能力試験対策

初級(英)(中)(ベ)

中上級(英)(中)(ベ)
日本語能力試験

978-4-86392-148-1 B5 228頁 別冊16頁 CD付き
(2,000)円
'13【発行 J リサーチ出版】

必修パターン

日本語能力試験
必修パターン

N2 語彙

日本語能力試験対策

日本語能力試験対策
ゼッタイ合格！

中上級(英)(韓)(中)
教本シリーズ

氏原庸子,佐伯玲子共著
テキストと問題集が一つになった完全対策本。出
題パターンと解き方がよくわかる。基礎編で基礎
を徹底，対策編で実戦力を養成。類義語や多義語，
テーマ別の語彙などが整理できる。付録「Ｎ２レ
ベルの漢字」も便利。
978-4-86392-325-6 B5 240頁
(1,600)円
'2017【発行 Ｊリサーチ出版】

中上級(英)(中)(ベ)
日本語能力試験

日本語能力試験総合テキスト

N2

森本智子,高橋尚子,有田聡子,黒江理恵,
青木幸子共著
過去問やシラバスが非公開の中，「概要」でなく
「より具体的に」学習ターゲットを提示。豊富な
リストを通して，漢字・語彙・文型・表現を着実
かつ効果的に学習できる。セルフチェックによる
弱点強化に最適。模試付き。
978-4-86392-156-6 B5 232頁 別冊16頁 CD付き
(2,000)円
'13【発行 J リサーチ出版】

必修パターン

日本語能力試験
必修パターン

N2 読解
日本語能力試験対策
ゼッタイ合格！

中級(英)(韓)(中)
教本シリーズ

氏原庸子,清島千春,佐伯玲子共著
テキストと問題集が一つになった完全対策本。出
題パターンと解き方がよくわかる。さまざまなタ
イプの文章を豊富に使い，基礎編で読解攻略の基
本整理，「対策編」で実戦力を養成。付録「読解問
題に出る言葉」も便利。
978-4-86392-349-2 B5 224頁
(1,600)円
'2017【発行 Ｊリサーチ出版】

中上級(英)(中)(ベ)
日本語能力試験

必修パターン

日本語能力試験
必修パターン

N2 文法
氏原庸子,佐伯玲子共著

上級(英)(韓)(中)
教本シリーズ

日本語能力試験総合テキスト

N1

森本智子,高橋尚子,有田聡子,黒江理恵共著
過去問やシラバスが非公開の中，「概要」でなく
「より具体的に」学習ターゲットを提示。豊富な
リストを通して，漢字・語彙・文型・表現を着実
かつ効果的に学習できる。セルフチェックによる
弱点強化に最適。模試付き。
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N3

森本智子,高橋尚子,有田聡子,黒江理恵,
青木幸子,日置陽子共著
過去問やシラバスが非公開の中，「概要」でなく
「より具体的に」学習ターゲットを提示。豊富な
リストを通して，漢字・語彙・文型・表現を着実
かつ効果的に学習できる。セルフチェックによる
弱点強化に最適。模試付き。
978-4-86392-170-2 B5 204頁 別冊12頁 CD付き
(2,000)円
'13【発行 J リサーチ出版】
初級(英)(韓)(中)(ベ)
日本語能力試験問題集 スピードマスター

テキストと問題集が一つになった完全対策本。出
題パターンと解き方がよくわかる。基礎編で基礎
を徹底，対策編でＮ２文型をマスターしながら，
本番形式の練習を重ね，実戦力を獲得。付録「試
験に出る言葉」も便利。
978-4-86392-331-7 B5 232頁
(1,600)円
'2017【発行 Ｊリサーチ出版】

日本語能力試験対策
ゼッタイ合格！

日本語能力試験総合テキスト

日本語能力試験問題集 N4 語彙スピ
ードマスター
森本智子,高橋尚子,松本知恵,
黒岩しづ可共著
受 験 者 待 望 の レ ベ ル ・ 分 野 別 問 題 集 。「 自 然 」
「国・社会」「敬語」など 31 のユニットに分類し，
効率よく学習。ドリル→実戦練習（６回）→模試
（２回）の３ステップで着実に実力養成。基本例
文は CD 音声付き。
978-4-86392-274-7 B5 136頁 別冊16頁 CD付き
(1,200)円
'16【発行 J リサーチ出版】

初級(英)(韓)(中)(ベ)
日本語能力試験問題集 スピードマスター

日本語能力試験問題集 N4 文法スピ
ードマスター
桑原里奈,小野塚若菜共著

978-4-86392-268-6 B5 120頁 別冊12頁
(1,200)円
'16【発行 J リサーチ出版】
初級(英)(韓)(中)(ベ)
日本語能力試験問題集 スピードマスター

日本語能力試験問題集 N4 聴解スピ
ードマスター
有田聡子,黒江理恵,高橋尚子,
黒岩しづ可共著
受験者待望のレベル別・分野別問題集。「ウォーミ
ングアップ」で基礎固めをし，「実戦練習」で問題
形式別にどんどん練習。多くの会話や発話に触れ
ながら「聴き取る力」を高め，模試（２回）で実
力と課題点を確認。
978-4-86392-301-0 B5 72頁 別冊52頁 CD2枚付き
(1,200)円
'16【発行 J リサーチ出版】
初級(英)(韓)(中)(ベ)
日本語能力試験問題集 スピードマスター

日本語能力試験問題集 N4 読解スピ
ードマスター
桑原里奈,木林理恵共著
受験者待望のレベル・分野別問題集。「ウォーミン
グアップ」で読解の基礎を固め，文章タイプやキ
ーワードも整理。「実戦練習」で問題形式ごとにど
んどん練習して実践力を養い，最後に模試２回で
実力と課題点を確認。
978-4-86392-279-2 B5 112頁 別冊16頁
(1,200)円
'16【発行 J リサーチ出版】
初級(英)(韓)(中)(ベ)
日本語能力試験問題集 スピードマスター

日本語能力試験問題集 N5 語彙スピ
ードマスター

初級(英)(韓)(中)(ベ)
日本語能力試験問題集 スピードマスター

日本語能力試験問題集 N5 文法スピ
ードマスター
桑原里奈,小野塚若菜共著
受験者待望のレベル別・分野別問題集。全体を 31
のユニットで構成，その中で 104 の項目を一つ一
つ丁寧に取り上げ，基本説明・例文・接続・ドリ
ルという内容で展開。さらに実戦形式の練習問題
と模試で実戦力を高める。
978-4-86392-269-3 B5 112頁 別冊12頁
(1,200)円
'16【発行 J リサーチ出版】
(英)(韓)(中)(ベ)
日本語能力試験問題集 スピードマスター

日本語能力試験問題集 N5 聴解スピ
ードマスター
有田聡子,黒江理恵,高橋尚子,
黒岩しづ可共著
受験者待望のレベル別・分野別問題集。「ウォーミ
ングアップ」で基礎固めをし，「実戦練習」で問題
形式別にどんどん練習。多くの会話や発話に触れ
ながら「聴き取る力」を高め，模試（２回）で実
力と課題点を確認。
978-4-86392-302-7 B5 72頁 別冊48頁 CD2枚付き
(1,200)円
'16【発行 J リサーチ出版】
初級(英)(韓)(中)(ベ)
日本語能力試験問題集 スピードマスター

日本語能力試験問題集 N5 読解スピ
ードマスター
桑原里奈,木林理恵共著
受験者待望のレベル・分野別問題集。「ウォーミン
グアップ」で読解の基礎を固め，文章タイプやキ
ーワードも整理。「実戦練習」で問題形式ごとにど
んどん練習して実践力を養い，最後に模試２回で
実力と課題点を確認。
978-4-86392-280-8 B5 104頁 別冊16頁
(1,200)円
'16【発行 J リサーチ出版】

森本智子,高橋尚子,松本知恵,
黒岩しづ可共著
受験者待望のレベル・分野別問題集。「家族」「学
校」「どんな人・気持ち」など 30 のユニットに分
類し，効率よく学習。ドリル→実戦練習（６回）
→模試（２回）の３ステップで着実に実力養成。
基本例文は CD 音声付き。
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受験者待望のレベル別・分野別問題集。全体を 33
のユニットで構成，その中で 88 の項目を一つ一つ
丁寧に取り上げ，基本説明・例文・接続・ドリル
という内容で展開。さらに実戦形式の練習問題と
模試で実戦力を高める。

978-4-86392-275-4 B5 128頁 別冊16頁 CD付き
(1,200)円
'16【発行 J リサーチ出版】

Japanese Kanji Flashcards

上級(英)(日)

Japanese Kanji Flashcards Series 2
Vol.3
日本語能力試験対策

895 Advanced-Level Kanji Cards
→p.155
'10【発行 White Rabbit Press】
Japanese Kanji Flashcards

初中級(英)(日)

Japanese Kanji Flashcards Series 3
Vol.1
300 Beginner-Level Kanji Cards
→p.155
'17【発行 White Rabbit Press】

絶対合格！

松岡龍美著
日本語能力試験に合格するための実践的対策問題
集。
新しい問題形式「文の組立て」「文章の文法」につ
いて，例題とともに詳しく紹介。正解を得るため
のテクニックがよくわかる。テクニックを学んだ
あとは，練習問題で徹底的にトレーニングができ
る。
978-4-87217-770-1 B5 270頁
(1,300)円
'10【発行 アスク出版】
絶対合格！

Japanese Kanji Flashcards

上級(日)

中級(英)(日)

Japanese Kanji Flashcards Series 3
Vol.2
900 Intermediate-Level Kanji Cards
→p.155
'17【発行 White Rabbit Press】
上級(英)(韓)(中)
文字・語い・文法まとめドリル

新にほんご 500 問 N1
松本紀子,佐々木仁子著
日本語能力試験 N1 レベルの文字・語彙・文法の問
題をそれぞれ 500 問ずつ収録・自習に最適！ ロ
ングセラーの日本語能力試験対策ドリル本「にほ
んご 500 問」シリーズの改訂版。
978-4-7217-943-9 四六 296頁
(1,200)円
'15【発行 アスク出版】

日本語能力試験 徹底トレーニング
N1 文字・語彙
松岡龍美著
日本語能力試験に合格するための実践的対策問題
集。試験によく出る漢字・語彙から順に，音が似
ているものを集めて整理することで，正解が選び
やすくなる。N1 レベルの膨大な語彙の中から，覚
えるべきものを覚えるべき順番で効率的に学習で
きる。
978-4-87217-814-2 B5 256頁
(1,400)円
'12【発行 アスク出版】
絶対合格！

上級(日)

日本語能力試験 徹底トレーニング
N1 読解
松岡龍美著

中上級(英)(韓)(中)

日本語能力試験に合格するための実践的対策問題
集。読解試験の問題形式について，解き方をわか
りやすく解説。豊富な練習問題と実戦模試２回分
で，合格に向け徹底的にトレーニングができる。

松本紀子,佐々木仁子著

978-4-87217-777-0 B5 200頁
(1,400)円
'12【発行 アスク出版】

文字・語い・文法まとめドリル

新にほんご 500 問 N2
日本語能力試験 N2 レベルの文字・語彙・文法の問
題をそれぞれ 500 問ずつ収録・自習に最適！ ロ
ングセラーの日本語能力試験対策ドリル本「にほ
んご 500 問」シリーズの改訂版。
978-4-87217-942-2 四六 296頁
(1,200)円
'15【発行 アスク出版】
文字・語い・文法まとめドリル

中級(英)(ベ)

新にほんご 500 問 N3
松本紀子,佐々木仁子著
日本語能力試験 N3 レベルの文字・語彙・文法の問
題をそれぞれ 500 問ずつ収録・自習に最適！ ロ
ングセラーの日本語能力試験対策ドリル本「にほ
んご 500 問」シリーズの改訂版。
978-4-87217-941-5 四六 296頁
(1,200)円
'15【発行 アスク出版】
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上級(日)

日本語能力試験 徹底トレーニング
N1 文法

絶対合格！

上級(日)

日本語能力試験 徹底トレーニング
N1 聴解
松岡龍美著
日本語能力試験に合格するための実践的対策問題
集。
新しい問題形式について，例題とともに詳しく紹
介。問題の解き方がよくわかる。会話パターンと
頻出表現を知ることで，正解を聞き取る力がつく。
豊富な練習問題と模擬試験 2 回分を用意。
978-4-87217-776-3 B5 92頁+［別冊］76頁
CD2枚付き (1,800)円
'11【発行 アスク出版】

(英)(中)(日)(ベ)

初級(英)(中)(日)(ベ)

TRY！日本語能力試験 N1

TRY！日本語能力試験 N4

文法から伸ばす日本語

文法から伸ばす日本語

ABK（公益財団法人 アジア学生文化協会）著

978-4-87217-904-0 改訂版（英語版） B5 192頁
別冊解答16頁 CD付き (1,800)円
978-4-87217-863-0 ベトナム語版 B5 192頁
別冊解答16頁 CD付き (1,800)円
978-4-87217-916-3 中国語版 B5 192頁
別冊解答16頁 CD付き (1,800)円
'13～14【発行 アスク出版】

ABK（公益財団法人 アジア学生文化協会）著
N4 レベルの文法 100 項目を整理し，適切に使いこ
なすことを目指すテキスト。友達との会話や簡単
なスピーチ，アルバイトの面接場面など，いろい
ろなタイプの文章に触れられる。基本練習に加え，
日本語能力試験と同形式の復習問題と模擬試験が
あり，聴解や読解の練習もできる。あいさつ表現
や，助詞・副詞・自他動詞のページも充実。
978-4-87217-901-9 改訂版（英語版） B5 208頁
別冊解答28頁 CD付き (1,700)円
978-4-87217-860-9 ベトナム語版 B5 208頁
別冊解答28頁 CD付き (1,700)円
978-4-87217-919-4 中国語版 B5 208頁
別冊解答28頁 CD付き (1,700)円
'13～14【発行 アスク出版】

(英)(中)(日)(ベ)

TRY！日本語能力試験 N2
文法から伸ばす日本語

ABK（公益財団法人 アジア学生文化協会）著
N2 レベルの文法 149 項目を整理し，適切に使いこ
なすことを目指すテキスト。スピーチやニュース，
友達同士の会話，ビジネス場面の会話，エッセー
や論説文など，いろいろなタイプの文章を通して，
文型の使い方をイメージできる。基本練習に加え，
日本語能力試験と同形式の復習問題があり，聴解
や読解の練習も可能。
978-4-87217-903-3 改訂版（英語版） B5 232頁
別冊解答20頁 CD付き (1,800)円
978-4-87217-862-3 ベトナム語版
B5 232頁 別冊解答20頁 CD付き (1,800)円
978-4-87217-917-0 中国語版
B5 232頁 別冊解答20頁 CD付き (1,800)円
'13～14【発行 アスク出版】

初級(英)(中)(日)(ベ)

TRY！日本語能力試験 N5
文法から伸ばす日本語

ABK（公益財団法人 アジア学生文化協会）著
N5 レベルの文法 46 項目を整理し，適切に使いこ
なすことを目指すテキスト。数・日時の表現，動
詞活用，助詞など，初級で必要な項目を網羅。友
達との会話や店員との会話など，多様な場面を設
定。基本練習に加え，日本語能力試験と同形式の
復習問題と模擬試験があり，聴解や読解の練習も
できる。
978-4-87217-900-2 改訂版（英語版） B5 152頁
別冊解答20頁 CD付き (1,500)円
978-4-87217-859-3 ベトナム語版 B5 152頁
別冊解答20頁 CD付き (1,500)円
978-4-87217-920-0 中国語版 B5 152頁
別冊解答20頁 CD付き (1,500)円
'13～14【発行 アスク出版】

初中級(英)(中)(日)(ベ)

TRY！日本語能力試験 N3
文法から伸ばす日本語

ABK（公益財団法人 アジア学生文化協会）著
N3 レベルの文法 127 項目を整理し，適切に使いこ
なすことを目指すテキスト。ブログやお知らせ，
レシピ，友達との会話，面接場面の会話など，い
ろいろなタイプの文章を通して，文型の使い方が
よくわかる。基本練習に加え，日本語能力試験と
同形式の復習問題があり，聴解や読解の練習もで
きる。中級レベルへのステップアップに最適。
978-4-87217-902-6 改訂版（英語版） B5 192頁
別冊解答20頁 CD付き (1,700)円
978-4-87217-861-6 ベトナム語版 B5 192頁
別冊解答20頁 CD付き (1,700)円
978-4-87217-918-7 中国語版 B5 192頁
別冊解答20頁 CD付き (1,700)円
'13～14【発行 アスク出版】

「日本語能力試験」対策

上級(英)(韓)(中)(日)

日本語総まとめ N1 語彙
佐々木仁子,松本紀子著
日本語能力試験対策のロングセラーシリーズ。N1
レベルの語彙を 1300 語収録し，場面別・機能別に
紹介。1 日見開き 2 頁，8 週間で受験前の総仕上げ
ができる。中級から上級へステップアップしたい
人向け。
978-4-87217-725-1 B5 148頁 別冊解答4頁
(1,200)円
'10【発行 アスク出版】
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日本語能力試験対策

N1 レベルの文法 129 項目を整理し，適切に使いこ
なすことを目指すテキスト。新聞記事や実用書，
講演，ビジネス会話など，いろいろなタイプの文
章を通して，文型の使い方をイメージできる。基
本練習に加え，日本語能力試験と同形式の問題が
あり，聴解や読解の対策も可能。

「日本語能力試験」対策

上級(英)(韓)(中)(日)

日本語総まとめ N1 文法
佐々木仁子,松本紀子著

日本語能力試験対策

日本語能力試験対策のロングセラーシリーズ。N1
レベルの文法項目を網羅。各項目に 2～4 つの例文
があり，使用法がわかりやすい。1 日見開き 2 頁，
8 週間で受験前の総仕上げができる。豊富なイラ
ストも理解を助ける。
978-4-87217-726-8 B5 148頁 別冊解答8頁
(1,200)円
'10【発行 アスク出版】
「日本語能力試験」対策

上級(英)(韓)(中)(日)

日本語総まとめ N1 漢字

中上級(英)(韓)(中)(日)(ベ)
「日本語能力試験」対策

日本語総まとめ N2 語彙
佐々木仁子,松本紀子著
日本語能力試験対策のロングセラーシリーズ。日
常生活でよく使われる N2 レベルの語彙を 1400 語
収録し，場面別・機能別に紹介。1 日見開き 2 頁，
8 週間で受験前の総仕上げができる。豊富なイラ
ストも理解を助ける。
978-4-87217-728-2 英語・中国語・韓国語版 B5
148頁 別冊解答4頁 (1,200)円
978-4-86639-048-2 英語・ベトナム語版 B5
148頁 別冊解答4頁 (1,200)円
'10～16【発行 アスク出版】

佐々木仁子,松本紀子著
日本語能力試験対策のロングセラーシリーズ。N1
レベルの漢字語彙を 2300 語収録し，部首・読み・
語彙別に紹介。1 日見開き 2 頁，8 週間で受験前の
総仕上げができる。中級よりも難しい漢字を学び
たい人にもお薦め。
978-4-87217-724-4 B5 160頁 別冊解答16頁
(1,200)円
'10【発行 アスク出版】
「日本語能力試験」対策

上級(英)(韓)(中)(日)

日本語総まとめ N1 読解
佐々木仁子,松本紀子著
日本語能力試験対策のロングセラーシリーズ。接
続表現や 5W1H など，読解のテクニックを 6 週間で
学習。新聞記事やエッセイなどさまざまなタイプ
の文章を用意。各週 7 日目は試験形式に合わせた
「実戦問題」で，「情報検索」「統合理解」など新
しい問題形式も練習できる。
978-4-87217-765-7 B5 120頁 別冊解答8頁
(1,200)円
'10【発行 アスク出版】
「日本語能力試験」対策

上級(英)(韓)(中)(日)

日本語総まとめ N1 聴解
佐々木仁子,松本紀子著
日本語能力試験対策のロングセラーシリーズ。聞
き間違えやすい音や文法の聞き取り練習から始ま
り，日常生活でよく聞く N1 レベルの語彙表現を場
面別に整理。聴解問題の解き方もよくわかる。
978-4-87217-791-6 B5 72頁
別冊（スクリプト・解答）44頁

CD2枚付
(1,600)円
'11【発行 アスク出版】

中上級(英)(韓)(中)(日)(ベ)
「日本語能力試験」対策

日本語総まとめ N2 文法
佐々木仁子,松本紀子著
日本語能力試験対策のロングセラーシリーズ。N2
レベルの文法項目を網羅。各項目に 2～4 つの例文
があり，使用法がわかりやすい。1 日見開き 2 頁，
8 週間で受験前の総仕上げができる。全例文に英
中韓越訳付き。
978-4-87217-729-9 英語・中国語・韓国語版 B5
148頁 別冊解答8頁 (1,200)円
978-4-86639-049-9 英語・ベトナム語版 B5
148頁 別冊解答8頁 (1,200)円
'10～16【発行 アスク出版】
中上級(英)(韓)(中)(日)(ベ)
「日本語能力試験」対策

日本語総まとめ N2 漢字
佐々木仁子,松本紀子著
日本語能力試験対策のロングセラーシリーズ。N2
レベルの漢字 739 字，漢字語彙 2200 語収録し，部
首・読み・語彙別に紹介。1 日見開き 2 頁，8 週間
で受験前の総仕上げができる。日常生活でよく使
う漢字の復習にも。
978-4-87217-727-5 英語・中国語・韓国語版 B5
160頁 別冊解答16頁 (1,200)円
978-4-86639-047-5 英語・ベトナム語版 B5
160頁 別冊解答16頁 (1,200)円
'10～16【発行 アスク出版】
中上級(英)(韓)(中)(日)(ベ)
「日本語能力試験」対策

日本語総まとめ N2 読解
佐々木仁子,松本紀子著
日本語能力試験対策のロングセラーシリーズ。意
見文や説明文，論説文などの読解テクニックを 6
週間で学習。新聞記事やエッセイ，小説などさま
ざまなタイプの文章を用意。各週 7 日目は試験形
式に合わせた「実戦問題」で，「情報検索」「統合
理解」など新しい問題形式も練習できる。
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978-4-87217-764-0 英語・中国語・韓国語版 B5
112頁 別冊解答8頁 (1,200)円
978-4-86639-050-5 英語・ベトナム語版 B5
112頁 別冊解答8頁 (1,200)円
'10～16【発行 アスク出版】

日本語総まとめ N2 聴解
佐々木仁子,松本紀子著
日本語能力試験対策のロングセラーシリーズ。聞
き間違えやすい音や文法の聞き取り練習から始ま
り，日常生活でよく聞く N2 レベルの語彙表現を場
面別に整理。聴解問題の解き方もよくわかる。
978-4-87217-792-3 英語・中国語・韓国語版 B5
72頁 別冊（スクリプト・解答）56頁 CD2枚付
(1,600)円
978-4-86639-051-2 英語・ベトナム語版 B5 72頁
別冊（スクリプト・解答）56頁 CD2枚付
(1,600)円
'11～16【発行 アスク出版】
中級(英)(韓)(中)(日)(ベ)
「日本語能力試験」対策

日本語総まとめ N3 語彙
佐々木仁子,松本紀子著
日本語能力試験対策のロングセラーシリーズ。日
常生活でよく使われる N3 レベルの語彙を 1200 語
収録し，場面別・機能別に紹介。1 日見開き 2 頁，
6 週間で受験前の総仕上げができる。豊富なイラ
ストも理解を助ける。
978-4-87217-731-2 英語・中国語・韓国語版 B5
116頁 別冊解答4頁 (1,200)円
978-4-87217-960-6 英語・ベトナム語版 B5
116頁 別冊解答4頁 (1,200)円
'10～15【発行 アスク出版】
中級(英)(韓)(中)(日)(ベ)
「日本語能力試験」対策

日本語総まとめ N3 文法
佐々木仁子,松本紀子著
日本語能力試験対策のロングセラーシリーズ。N3
レベルの文法項目を網羅。各項目に 2～4 つの例文
があり，使用法がわかりやすい。1 日見開き 2 頁，
6 週間で受験前の総仕上げができる。全例文に英
中韓越訳付き。
978-4-87217-732-9 英語・中国語・韓国語版 B5
112頁 別冊解答4頁 (1,200)円
978-4-87217-959-0 英語・ベトナム語版 B5
112頁 別冊解答4頁 (1,200)円
'10～15【発行 アスク出版】

日本語総まとめ N3 漢字
佐々木仁子,松本紀子著
日本語能力試験対策のロングセラーシリーズ。N3
レベルの漢字 336 字，漢字語彙 850 語収録し，部
首・読み・語彙別に紹介。1 日見開き 2 頁，6 週間
で受験前の総仕上げができる。日常生活でよく使
う漢字の復習にも。
978-4-87217-730-5 英語・中国語・韓国語版 B5
116頁 別冊解答4頁 (1,200)円
978-4-87217-961-3 英語・ベトナム語版 B5
116頁 別冊解答4頁 (1,200)円
'10～15【発行 アスク出版】
中級(英)(韓)(中)(日)(ベ)
「日本語能力試験」対策

日本語総まとめ N3 読解
佐々木仁子,松本紀子著
日本語能力試験対策のロングセラーシリーズ。意
見文や説明文などの読解テクニックを 6 週間で学
習。お知らせや案内，日記，小説などさまざまな
タイプの文章を用意。各週 7 日目は試験形式に合
わせた「実戦問題」で，新しい問題形式「情報検
索」も練習できる。
978-4-87217-766-4 英語・中国語・韓国語版 B5
108頁 別冊解答8頁 (1,200)円
978-4-87217-962-0 英語・ベトナム語版 B5
108頁 別冊解答8頁 (1,200)円
'10～15【発行 アスク出版】
中級(英)(韓)(中)(日)(ベ)
「日本語能力試験」対策

日本語総まとめ N3 聴解
佐々木仁子,松本紀子著
日本語能力試験対策のロングセラーシリーズ。聞
き間違えやすい音や文法の聞き取り練習から始ま
り，日常生活でよく聞く N3 レベルの語彙表現を場
面別に整理。聴解問題の解き方もよくわかる。
978-4-87217-793-0 英語・中国語・韓国語版 B5
72頁 別冊（スクリプト・解答）44頁 CD2枚付
(1,600)円
978-4-87217-963-7 英語・ベトナム語版 B5 72頁
別冊（スクリプト・解答）44頁 CD2枚付
(1,600)円
'11～15【発行 アスク出版】

初級
日本語能力試験(JLPT)対策

日本語総まとめ N4 漢字・ことば
佐々木仁子,松本紀子著
N4 で頻出，日常生活でも役に立つ漢字約 200 語と
語彙約 300 語を 1 日 2 ページ，6 週間で無理なく
学べる。英語・ベトナム語訳付き。
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日本語能力試験対策

中上級(英)(韓)(中)(日)(ベ)
「日本語能力試験」対策

中級(英)(韓)(中)(日)(ベ)
「日本語能力試験」対策

978-4-86639-074-1 B5 120頁
(1,200)円
'17【発行 アスク出版】

「日本語能力試験」対策

初級(英)(韓)(日)(ポ)

日本語チャレンジ N4N5 かんじ
唐澤和子,木上伴子,渋谷幹子著

日本語能力試験(JLPT)対策
日本語能力試験対策

日本語総まとめ N4 文法・読解・聴
解

非漢字圏の学習者向けに，漢字の成り立ちを図や
わかりやすいことばで正確に説明。練習スペース
も十分に取り，練習帳としても使用可能。試験と
同じ形式の問題もたくさん用意。
978-4-87217-757-2 B5 280頁
(1,300)円
'10【発行 アスク出版】

佐々木仁子,松本紀子著
1 日 2 ページ，6 週間で無理なく学べる。N4 で必
須の基本文型を 4 週間で一通り復習した後，読解
と聴解の重要ポイントを 1 週間ずつ練習する。英
語・ベトナム語訳付き。
978-4-86639-075-8 B5 132頁 CD1枚付き
(1,500)円
'17【発行 アスク出版】

日本語能力試験(JLPT)対策

日本語総まとめ Ｎ5 かんじ・こと
ば・ぶんぽう・読む・聞く
佐々木仁子,松本紀子著
N5 で出題される漢字・語彙・文法・読解・聴解の
重要ポイントが 1 冊に。1 日 2 ページ，6 週間で無
理なくＮ5 の受験準備が完成する。英語・ベトナ
ム語訳付き。
978-4-86639-076-5 B5 128頁
(1,500)円
'17【発行 アスク出版】
「日本語能力試験」対策

初級(英)(日)(ポ)

にほんごチャレンジ N4 文法と読む
練習

上級(英)(韓)(中)(日)

日本語能力試験 模試と対策 N1
新 JLPT 研究会著,アスク出版編集部編
新しい日本語能力試験に完全対応した問題形式・
問題数の模擬試験を 2 回分収録。問題を解く時間
の目安がわかる。別冊に詳しい一問ごとの解答解
説と科目ごとの対策を英・中・韓訳つきで紹介。
CD2 枚付。
978-4-87217-743-5 B5
152頁+[別冊解答]60頁 CD2枚付 (1,600)円
'10【発行 アスク出版】
上級(英)(韓)(中)(日)

日本語能力試験 模試と対策 N1
Vol.2
新 JLPT 研究会著
日本語能力試験に完全対応した問題形式・問題数
の模擬試験を２回分収録。「対策」でコツを学び，
「模試」で実力をチェック，各問題の「解説」で
弱点を強化できる。「対策」と「解説」には，英語・
中国語・韓国語の翻訳付き。自習でもしっかり点
数を伸ばせる。
978-4-87217-802-9 B5
128頁+[別冊解答]80頁 CD2枚付 (1,600)円
'12【発行 アスク出版】

山辺真理子,飯塚睦,金成フミ恵著
身近な登場人物たちの 1 年間のストーリーを追い
ながら N4 レベルの文法が学べる。試験と同じ形式
の問題もたくさん用意。各話の「もうちょっと」
では，使い分けが難しい文法項目について会話例
をあげて説明。小クイズ付き。
978-4-87217-756-5 B5 240頁+[別冊]80頁
(1,400)円
'10【発行 アスク出版】
「日本語能力試験」対策

初級(英)(日)(ポ)

にほんごチャレンジ N4 ことば
山﨑由紀子著
N4 レベルの実用的な語彙を，「買い物」「道案内」
など生活の中でよく出会う場面や話題ごとに学習。
試験と同じ形式の問題もたくさん用意。便利な品
詞別語彙リスト，あいさつ表現リストなど，付表
も充実。
978-4-87217-758-9 B5 128頁+[別冊]16頁
(1,200)円
'10【発行 アスク出版】
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中上級(英)(韓)(中)(日)

日本語能力試験 模試と対策 N2
新 JLPT 研究会著,アスク出版編集部編
新しい日本語能力試験に完全対応した問題形式・
問題数の模擬試験を 2 回分収録。問題を解く時間
の目安がわかる。別冊に詳しい一問ごとの解答解
説と科目ごとの対策を英・中・韓訳つきで紹介。
CD2 枚付。
978-4-87217-744-2 B5
160頁+[別冊解答]60頁 CD2枚付 (1,600)円
'10【発行 アスク出版】

中上級(英)(韓)(中)(日)

日本語能力試験 模試と対策 N2
Vol.2
新 JLPT 研究会著

松浦真理子,鈴木健司監修,
アスク出版編集部編
日本語能力試験 N2 の「文字・語彙」と同じ形式の
問題がたくさん練習できるドリル。収録問題数
640 問。「集中トレーニング」では，「擬音語・擬
態語」「カタカナ語」「慣用句」などを強化。試験
前の復習に最適。
978-4-87217-768-8 B5 88頁+別冊解答8頁
(880)円
'10【発行 アスク出版】
日本語能力試験対策

中級(英)(韓)(中)(日)

新 JLPT 研究会著,アスク出版編集部編

中級(日)

日本語パワードリル［N3 文字・語彙］

日本語能力試験 模試と対策 N3
新しい日本語能力試験に完全対応した問題形式・
問題数の模擬試験を 2 回分収録。問題を解く時間
の目安がわかる。別冊に詳しい一問ごとの解答解
説と科目ごとの対策を英・中・韓訳つきで紹介。
CD2 枚付。
978-4-87217-745-9 B5 144頁+[別冊解答]60頁
(1,600)円
'10【発行 アスク出版】

中上級(日)

日本語パワードリル［N2 文字・語彙］

松浦真理子,鈴木健司監修,
アスク出版編集部編
日本語能力試験 N3 の「文字・語彙」と同じ形式の
問題がたくさん練習できるドリル。収録問題数
640 問。「集中トレーニング」では，「カタカナ語」
「擬音語・擬態語」「慣用句」などを強化。試験前
の復習に最適。
978-4-87217-769-5 B5 88頁+別冊解答8頁
(880)円
'10【発行 アスク出版】
日本語能力試験対策

上級(日)

中級(英)(韓)(中)(日)

日本語能力試験 模試と対策 N3
Vol.2
新 JLPT 研究会著
日本語能力試験に完全対応した問題形式・問題数
の模擬試験を２回分収録。「対策」でコツを学び，
「模試」で実力をチェック，各問題の「解説」で
弱点を強化できる。「対策」と「解説」には，英語・
中国語・韓国語の翻訳付き。自習でもしっかり点
数を伸ばせる。
978-4-87217-804-3 B5
120頁+[別冊解答]64頁 CD2枚付 (1,600)円
'12【発行 アスク出版】

日本語パワードリル［N1 文法］
松浦真理子監修,アスク出版編集部編
日本語能力試験 N1 の「文法」と同じ形式の問題が
たくさん練習できるドリル。収録問題数 580 問。
「集中トレーニング」では，「助詞」「似ている表
現」「使役・受身」などを強化。試験前の復習に最
適。
978-4-87217-782-4 B5 88頁+別冊解答8頁
(880)円
'11【発行 アスク出版】
日本語能力試験対策

中上級(日)

日本語パワードリル［N2 文法］
松浦真理子監修,アスク出版編集部編
日本語能力試験対策

上級(日)

日本語パワードリル［N1 文字・語彙］
松浦真理子,鈴木健司監修,
アスク出版編集部編
日本語能力試験 N1 の「文字・語彙」と同じ形式の
問題がたくさん練習できるドリル。収録問題数
660 問。「集中トレーニング」では，「慣用句」「カ
タカナ語」「擬音語・擬態語」などを強化。試験前
の復習に最適。
978-4-87217-767-1 B5 88頁+別冊解答8頁
(880)円
'10【発行 アスク出版】

日本語能力試験 N2 の「文法」と同じ形式の問題が
たくさん練習できるドリル。収録問題数 580 問。
「集中トレーニング」では，「助詞」「文末表現」
「敬語」などを強化。試験前の復習に最適。
978-4-87217-783-1 B5 88頁+別冊解答8頁
(880)円
'11【発行 アスク出版】
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日本語能力試験に完全対応した問題形式・問題数
の模擬試験を２回分収録。「対策」でコツを学び，
「模試」で実力をチェック，各問題の「解説」で
弱点を強化できる。「対策」と「解説」には，英語・
中国語・韓国語の翻訳付き。自習でもしっかり点
数を伸ばせる。
978-4-87217-803-6 B5
128頁+[別冊解答]80頁 CD2枚付 (1,600)円
'12【発行 アスク出版】

日本語能力試験対策

日本語能力試験対策

(英)(日)(ベ)

中級(日)

日本語パワードリル［N3 文法］
松浦真理子監修,アスク出版編集部編

日本語能力試験対策

日本語能力試験 N3 の「文法」と同じ形式の問題が
たくさん練習できるドリル。収録問題数 580 問。
「集中トレーニング」では，「助詞」「文末表現」
「使役・受身」などを強化。試験前の復習に最適。
978-4-87217-784-8 B5 88頁+別冊解答8頁
(880)円
'11【発行 アスク出版】

(英)(中)(日)

はじめての日本語能力試験 N4 単語
1500
アークアカデミー著
N5 から N1 までで約 1 万語を掲載。試験でよく取
り上げられ，かつ日常生活でも役立つ単語がテー
マ別に学習できる。見出し語と例文は英語・ベト
ナム語の対訳と音声付きで，付属の赤シートで例
文中の単語を隠しての学習も可能。模擬試験（語
彙問題のみ）で試験直前の腕試しもできる。
978-4-87217-982-2 四六 200頁 赤シート付き
(1,400)円
'16【発行 アスク出版】

はじめての日本語能力試験 N1 単語
3000
アークアカデミー著
N5 から N1 までで約１万語を掲載。試験でよく取
り上げられ，かつ日常生活でも役立つ単語がテー
マ別に学習できる。見出し語と例文は英語・ベト
ナム語の対訳と音声付きで，付属の赤シートで例
文中の単語を隠しての学習も可能。模擬試験（語
彙問題のみ）で試験直前の腕試しもできる。
978-4-87217-985-9 四六 336頁 赤シート付き
(1,700)円
'17【発行 アスク出版】

(英)(中)(日)(ベ)

(英)(日)(ベ)

はじめての日本語能力試験 N5 単語
1000
アークアカデミー著
N5 から N1 までで約１万語を掲載。試験でよく取
り上げられ，かつ日常生活でも役立つ単語がテー
マ別に学習できる。見出し語と例文は英語・ベト
ナム語の対訳と音声付きで，付属の赤シートで例
文中の単語を隠しての学習も可能。模擬試験（語
彙問題のみ）で試験直前の腕試しもできる。
978-4-87217-981-1 四六 184頁 赤シート付き
(1,300)円
'17【発行 アスク出版】

はじめての日本語能力試験 N2 単語
2500

中上級

アークアカデミー著
N5 から N1 までで約１万語を掲載。試験でよく取
り上げられ，かつ日常生活でも役立つ単語がテー
マ別に学習できる。見出し語と例文は英語・ベト
ナム語の対訳と音声付きで，付属の赤シートで例
文中の単語を隠しての学習も可能。模擬試験（語
彙問題のみ）で試験直前の腕試しもできる。
978-4-87217-984-2 四六 308頁 赤シート付き
(1,600)円
'16【発行 アスク出版】

聞いて覚える日本語単語帳

キクタン日本語
【日本語能力試験 N2】
→p.81
'16【発行 アルク】

聞いて覚える日本語単語帳
(英)(日)(ベ)

はじめての日本語能力試験 N3 単語
2000
アークアカデミー著
N5 から N1 までで約 1 万語を掲載。試験でよく取
り上げられ，かつ日常生活でも役立つ単語がテー
マ別に学習できる。見出し語と例文は英語・ベト
ナム語の対訳と音声付きで，付属の赤シートで例
文中の単語を隠しての学習も可能。模擬試験（語
彙問題のみ）で試験直前の腕試しもできる。
978-4-87217-983-5 四六 296頁 赤シート付き
(1,400)円
'16【発行 アスク出版】
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キクタン日本語
【日本語能力試験 N3】
→p.82
'16【発行 アルク】

合格できる日本語能力試験シリーズ

上級

合格できる日本語能力試験 N1
石崎晶子,井江ミサ子,歌原祥子,木山三佳,
三輪充子著

978-4-7574-1877-6 B5 159頁 別冊30頁
CD2枚付き (2,200)円
'10【発行 アルク】

松本隆,石崎晶子,市川綾子,松岡浩彦,
山本京子,浅倉美波著
無数にある日本語の単語が効率よく覚えられる。
日本語能力試験 N1 に焦点を絞り，よく似た単語の
使い分けもできるように語句の違いをわかりやす
く解説。重要度表示が付いているのでテストに出
やすい順に覚えられる。
978-4-7574-1911-7 B6変 239頁
(1,800)円
'10【発行 アルク】
中上～上級

合格できる日本語能力試験シリーズ

中級

合格できる日本語能力試験 N2
浅倉美波,瀬戸口彩,山本京子著
新試験の出題形式に合わせた，N2 レベルの 663 問
の例題を掲載しました。さらに解き方のコツや，
聴解試験用の CD と実戦形式の総復習問題で本番
に備えます。本書を何度も繰り返せば，自信を持
って試験に臨めるでしょう。
978-4-7574-1882-0 B5 183頁 別冊28頁
CD2枚付き (2,200)円
'10【発行 アルク】
合格できる日本語能力試験シリーズ

中級

合格できる日本語能力試験 N3

日本語能力試験スーパー模試 N1
Super N1 Level Practice Test for the
Japanese-Language Proficiency Test

岡本能里子監修
改定日本語能力試験対策のために作られた模擬試
験問題集です。 本書には，試験とまったく同じレ
ベル・形式の模擬試験が 3 回分収録されています。
本書を繰り返し解くことで大幅な得点力アップを
図ります。また，記録票に得点を付けることで弱
点分野がわかります。
978-4-7574-1993-3 B5 184頁 別冊12頁
CD3枚付き (2,400)円
'11【発行 アルク】

浅倉美波,井江ミサ子,山本京子著
N3 レベルの出題形式・レベルに合わせた例題を数
多く解くことで，N3 の出題形式に慣れ，本番で合
格点を取るための実力を養成するための問題集で
す。解き方のコツと 503 問の例題。最後に実戦形
式の総復習問題で実力チェック。CD には聴解試験
を収録。
978-4-7574-1950-6 B5 151頁 別冊26頁
CD2枚付き (2,200)円
'10【発行 アルク】
初～初中級(日)
合格できる日本語能力試験シリーズ

合格できる日本語能力試験 N4・N5
市川綾子,瀬戸口彩,松本隆著
N4・N5 レベルの出題形式・レベルに合わせた例題
を数多く解くことで，N4・N5 の出題形式に慣れ，
本番で合格点を取る実力を養成するための問題集
です。解き方のコツと 863 問の例題，最後に総復
習問題で実力チェック。CD には聴解試験を収録し
ています。

中級

日本語能力試験スーパー模試 N2
Super N2 Level Practice Test for the
Japanese-Language Proficiency Test

岡本能里子監修
本試験とまったく同じレベル・形式の模擬試験 3
回分収録。本番同様のマークシートも付いており，
本番さながらの模擬試験を受験することができる。
実際に問題を解いたら「模擬テスト記録票」にそ
の結果を記録することで，現時点での合否判定，
弱点分野がわかる。日本語能力試験受験者必携の
一冊。
978-4-7574-2011-3 B5 180頁 別冊12頁
CD3枚付き (2,400)円
'11【発行 アルク】
日本語能力試験スーパー模試シリーズ

中級

日本語能力試験スーパー模試 N3
Super N3 Level Practice Test for the
Japanese-Language Proficiency Test

岡本能里子監修
978-4-7574-1948-3 B5 222頁 別冊33頁
CD2枚付き (2,200)円
'10【発行 アルク】

本試験と同じレベル・形式の模擬試験を 3 回分収
録しています。実際に問題を解いたら「模擬テス
ト記録票」に結果を記録することで，現時点での
合否判定，弱点分野がわかります。日本語能力試
験受験者必携の一冊です。
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N1 レベルの出題形式・レベルに合わせた例題を数
多く解くことで，N1 の出題形式に慣れ，本番で合
格点を取るための実力を養成するための問題集で
す。解き方のコツと 372 問の例題。最後に実戦形
式の総復習問題で実力チェック。CD には聴解試験
を収録。

上級

日本語能力試験
N1 に出る重要単語集

978-4-7574-2035-9 B5 156頁 別冊16頁 CD３枚
(2,400)円
'11【発行 アルク】
日本語能力試験スーパー模試シリーズ

初級

日本語能力試験スーパー模試 N4・N5
日本語能力試験対策

Super N４ and N５ Level Practice Test for the
Japanese-Language Proficiency Test

978-4-7574-2209-4 B5 192頁

(1,800)円
'12【発行 アルク】

中上級(英)(韓)(中)
レベルアップトレーニングシリーズ

日本語能力試験レベルアップトレー
ニング文法 N２
坂本勝信著

岡本能里子監修
本試験と同じレベル・形式の模擬試験を２回分収
録しています。実際に問題を解いたら「模擬テス
ト記録票」に結果を記録することで，現時点での
合否判定，弱点分野がわかります。日本語能力試
験受験者必携の一冊です。
978-4-7574-2224-7 B5 172頁 別冊20頁 CD2枚
(2,200)円
'11【発行 アルク】
上級(英)(韓)(中)
レベルアップトレーニングシリーズ

日本語能力試験レベルアップトレー
ニング聴解 N１
坂本勝信,吉原こずえ著
本試験と同形式の問題を解きながら，聴解力のレ
ベルアップをめざします。力試しテストで弱点チ
ェックし，ポイントチェック，定着トレーニング
の確認問題に取り組みます。試験対策しながら「聞
く力」も伸ばします。
978-4-7574-2219-3 B5 180頁 CD2枚付き
(2,200)円
'12【発行 アルク】
中上級(英)(韓)(中)
レベルアップトレーニングシリーズ

日本語能力試験レベルアップトレー
ニング聴解 N２
坂本勝信,吉原こずえ著
本試験と同形式の問題を解きながら，聴解力のレ
ベルアップをめざします。一人でも勉強できるよ
うに解き方のポイントを分かりやすく整理。力試
しテスト，ポイント整理，確認問題に取り組み，
実力を付けていきます。
978-4-7574-2220-9 B5 156頁 CD2枚付き
(2,200)円
'12【発行 アルク】
上級(英)(韓)(中)
レベルアップトレーニングシリーズ

日本語能力試験レベルアップトレー
ニング文法 N１
坂本勝信著
本試験と同形式の問題を解き，ポイント整理，使
えるようになろう，解説の熟読，確認問題と学習
を進めます。試験対策の知識で終わらず，実際に
使える力を身につけることを目標にしています。
110

本試験と同形式の問題に加え，書き換え，自己表
現，ロールプレイなどの練習にしっかり取り組み
ます。3 ユニットごとに 50 問も問題に挑戦。文法
の理解度，使えるようになったか確認できます。
978-4-7574-2210-0 B5 192頁

(1,800)円
'12【発行 アルク】
上級

パターン別
徹底ドリル 日本語能力試験 N1
西隈俊哉,相場康子,坂本勝信,伊東克洋,
鈴木加珠子,仲渡理恵子著
日本語能力試験 N1 の試験問題を分析し，4 分野ご
とに分け，よく出題されるパターンに分類した問
題集です。最初に解答のコツを学習し，繰り返し
例題を解くことで頻出の「型」を身につけます。
付属の CD には 130 分の聴解試験を収録。
978-4-7574-1909-4 B5 212頁 CD2枚付き
(2,200)円
'10【発行 アルク】
中上級

パターン別
徹底ドリル 日本語能力試験 N2
西隈俊哉,相場康子,坂本勝信,伊東克洋,
鈴木加珠子,仲渡理恵子著
日本語能力試験 N2 の試験問題を分析し，4 分野ご
とによく出題されるパターンに分類した問題集で
す。日常生活で遭遇する表現で学習することで，
効率的なステップアップが図れます。付属の CD
には 128 分の聴解試験を収録。
978-4-7574-1910-0 B5 211頁 CD2枚付き
(2,200)円
'10【発行 アルク】
初中級(英)(韓)(中)

パターン別
徹底ドリル 日本語能力試験 N3
西隈俊哉,相場康子,坂本勝信,伊東克洋,
鈴木加珠子,仲渡理恵子著
日本語能力試験 N3 の試験問題を分析し，文字・語
彙，聴解，文法，読解の 4 分野ごとに，よく出題
されるパターンに分類した問題集です。同じ「型」
の問題を繰り返し，多くの場面を想定した例文を
学習することで効率的に試験対策ができます。付
属の CD には 120 分の聴解試験を収録。

978-4-7574-1932-2 B5 198頁 CD2枚付き
(2,200)円
'10【発行 アルク】
初級(英)(韓)(中)

日本語能力試験 N4 の試験問題を分析し，4 分野ご
とに，よく出題されるパターンに分類した問題集
です。分野ごとの解答のコツは英・韓・中で訳が
示してあるので，知識を整理しながら効率よく試
験対策ができます。付属の CD には聴解試験を 106
分収録。
978-4-7574-1954-4 B5 215頁 CD2枚付き
(2,200)円
'10【発行 アルク】
上級

耳から覚える日本語能力試験
文法トレーニング N1
安藤栄里子,今川和著

978-4-7574-1878-3 B5 135頁 別冊8頁 CD1枚付き
(1,600)円
'10【発行 アルク】

978-4-7574-1892-9 B5 127頁 別冊9頁
CD１枚付き (1,600)円
'10【発行 アルク】
上級(英)(韓)(中)
耳から覚える日本語能力試験シリーズ

耳から覚える日本語能力試験
語彙トレーニング N1
日本語能力試験Ｎ１レベルの主要語彙 1170 語を
品詞・意味別に整理した語彙対策問題集です。コ
ロケーションを重視し，各語彙には例文と英・韓・
中国語訳が付いています。語彙力がチェックでき
る問題 1678 問付きです。
978-4-7574-2222-3 B5 296頁 別冊18頁 CD2枚
(2,000)円
'12【発行 アルク】
中上級(英)(韓)(中)
耳から覚える日本語能力試験シリーズ

中上級

耳から覚える日本語能力試験
語彙トレーニング N2

耳から覚える日本語能力試験
文法トレーニング N2

安藤栄里子,惠谷容子,阿部比呂子著

安藤栄里子,今川和著
日本語能力試験 N2 レベルの文法対策問題集です。
例文や CD で意味と接続の形を確認したら「ディク
テーション」や「まとめテスト」で実力チェック。
全 744 題の問題数が終わったら，3 回分の総合問
題に挑戦します。
978-4-7574-1855-4 B5 122頁 別冊8頁 CD1枚付き
(1,600)円
'10【発行 アルク】
耳から覚える日本語能力試験シリーズ

安藤栄里子,今川和著
日本語能力試験 N4 レベルの文法対策問題集です。
日常生活で頻出の例文と語彙で文法項目を覚えた
ら，全 603 題の問題と CD で繰り返し確認します。
さらに 4 回の総合問題で実力チェック。

安藤栄里子,惠谷容子,阿部比呂子著

日本語能力試験 N1 レベルの文法対策問題集です。
例文は使用頻度の高い場面や語彙を考慮し，既習
の機能語は繰り返し登場するので，意味と形がし
っかり身につきます。全 744 の問題と CD で実力ア
ップ。さらに 3 回の総合問題付きです。

耳から覚える日本語能力試験シリーズ

初級

耳から覚える日本語能力試験
文法トレーニング N4

西隈俊哉,相場康子,坂本勝信,伊東克洋,
鈴木加珠子,仲渡理恵子著

耳から覚える日本語能力試験シリーズ

耳から覚える日本語能力試験シリーズ

中級

耳から覚える日本語能力試験
文法トレーニング N3
安藤栄里子,今川和著
日本語能力試験 N3 レベルの文法対策問題集です。
例文は使用頻度の高い場面や語彙を考慮し，全
762 題の問題で実力アップ。付属の CD では音で文
法を身につけます。4 回の総合問題付きです。

日本語能力試験 N2 レベルの主要語彙 1,160 語を品
詞別に整理した語彙対策問題集です。コロケーシ
ョンを重視し，各語彙には例文と英・韓・中国語
訳が付いています。試験問題に即した 11 回分の練
習問題を含め全 1,385 問の問題つきです。
978-4-7574-1991-9 B5 272頁 別冊16頁
CD2枚付き (1,800)円
'11【発行 アルク】
中級(英)(韓)(中)
耳から覚える日本語能力試験シリーズ

耳から覚える日本語能力試験
語彙トレーニング N3
安藤栄里子,惠谷容子,飯嶋美知子著
日本語能力試験 N3 レベルの主要語彙 880 語を品詞
別に整理した語彙対策問題集です。CD を利用し語
彙の意味を覚えたら，練習問題Ⅰで実力チェック。
練習問題Ⅱは試験に即した形式なので試験直前に
挑戦。2 種類の問題で語彙力の底上げを図ります。
全 1,053 問を収録。
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日本語能力試験対策

パターン別
徹底ドリル 日本語能力試験 N4

978-4-7574-1854-7 B5 127頁 別冊8頁 CD1枚付き
(1,600)円
'10【発行 アルク】

978-4-7574-1857-8 B5 223頁 別冊12頁
CD１枚付き (1,800)円
'10【発行 アルク】
耳から覚える日本語能力試験シリーズ

上級

日本語能力試験対策

耳から覚える日本語能力試験
聴解トレーニング N1

中上～上級(英)(韓)(中)

日本語能力試験 ターゲット 改訂版
彦坂佳宣監修,旺文社編

小原亜紀子,横井和子著
日本語能力試験 N1 レベルの聴解問題のための問
題集です。読んで解く，聞いて解くの 2 種類の問
題に分かれた【練習】で基礎力をつけ，【まとめの
問題】で実力チェック。最後は試験と同じ形式の
2 回の実践問題で本番に備えます。
978-4-7574-2002-1 B5 120頁 別冊16頁
CD2枚付き (2,000)円
'11【発行 アルク】
耳から覚える日本語能力試験シリーズ

978-4-7574-2054-0 B5 132頁 別冊23頁 CD2枚
(2,000)円
'11【発行 アルク】

中上級

耳から覚える日本語能力試験
聴解トレーニング N2
小原亜紀子,横井和子著
日本語能力試験 N2 レベルの聴解問題のための問
題集です。音の聞き取り，語彙・表現，予測，心
情理解，情報整理の 5 つを，CD を使って学習しま
す。実力チェックのために多くの問題を収録し，
試験と同じ形式の 2 回の実践問題で本番に備えま
す。
978-4-7574-2003-8 B5 120頁 別冊16頁
CD2枚付き (2,000)円
'11【発行 アルク】
初中級(英)(韓)(中)
耳から覚える日本語能力試験シリーズ

過去の試験問題を徹底分析し，合格に必要な漢字/
単語を「出る順」に掲載しました。漢字の「筆順」，
語句・例文の「韓国語・中国語・英語訳」も付い
て，効率よく JLPT 対策ができます。赤セルシート，
確認テスト・音声（ダウンロード）付き。
978-4-01-092421-1 ターゲット1000 N1 漢字
改訂版 A5変 238頁 (1,600)円
978-4-01-092422-8 ターゲット1000 N2 漢字
改訂版 A5変 244頁 (1,600)円
978-4-01-092423-5 ターゲット2000 N1 単語
改訂版 A5変 436頁 (1,800)円
978-4-01-092424-2 ターゲット2000 N2 単語
改訂版 A5変 436頁 (1,800)円
'15【発行 旺文社】
日本語能力試験 N1・N2 対策に役立つ！

初級(日)

コロケーションが身につく日本語表
現練習帳
姫野昌子監修,山口久代,竹沢美樹,崔美貴著
日本語能力試験 N1・N2 レベルでよく出題される表
現が，コロケーション（名詞＋名詞・動詞・形容
詞の組み合わせ）で効率よく学べる。
978-4-327-38463-0 B5 160頁
(1,500)円
'12【発行 研究社】

日本語能力試験の概要 2003 年版
（2002 年度試験結果の分析）

耳から覚える日本語能力試験
聴解トレーニング N3
小原亜紀子,横井和子著
日本語能力試験の聴解試験に合格する「本物の聴
解力」を基礎・応用・実践の 3 つのステップを通
して総合的に身につけます。CD には本試験と同形
式の問題を 2 回分収録。本試験で着実に得点でき
る実力を養成します。
978-4-7574-2053-3 B5 144頁 別冊24頁 CD2枚
(2,000)円
'11【発行 アルク】
初級(英)(韓)(中)
耳から覚える日本語能力試験シリーズ

耳から覚える日本語能力試験
聴解トレーニング N4
小原亜紀子,横井和子著
日本語能力試験の聴解試験に合格する「本物の聴
解力」を基礎・応用・実践の 3 つのステップを通
して総合的に身につけます。CD には本試験と同形
式の問題を 2 回分収録。本試験で着実に得点でき
る実力を養成します。
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日本語教育学会編
日本語能力試験の試験結果の分析内容をまとめた
資料。豊富なデータで日本語能力試験の概要をつ
かめるとともに，試験を分析するための理論の解
説つきで試験作りの参考にもなる。
978-4-89358-568-4 B5 116頁 (1,200)円(品切れ)
'04【発行 国際交流基金・日本国際教育支援協会】
【発売 凡人社】
中級

日本語能力試験 直前対策 N3
文字・語彙・文法
日本語能力試験問題研究会編
N3 レベルの「文字・語彙・文法」の学習を１冊に
まとめた決定版。本番に即した模擬試験 15 回分を
中心に，充実の付録「重要語彙まとめ練習問題」
で語彙を徹底的に復習。別冊解答付き。
978-4-336-05437-1 B5 192頁
(1,400)円
'12【発行 国書刊行会】

中上級(日)

上級(日)

日本語能力試験 直前対策 N1
文字・語彙・文法

日本語能力試験 20 日で合格
N2 文字・語彙・文法

日本語能力試験問題研究会編

国書日本語学校著
日本語能力試験 N2 に出題が予想される文字･語
彙・文法問題の試験問題 20 回分を収録。20 日で
合格をめざす実践練習問題集。直前の模擬試験や
さらなる文法力・語彙力を身に付けたい人に最適。

978-4-336-05284-1 B5 164頁
(1,400)円
'10【発行 国書刊行会】

978-4-336-05354-1 B5 168頁
(1,300)円
'11【発行 国書刊行会】

中上級(日)

日本語能力試験 直前対策 N2
文字・語彙・文法

上級(日)

日本語能力試験 N1
［改訂版]

日本語能力試験問題研究会編
N2 レベルの「文字・語彙・文法」の学習を 1 冊に
まとめた決定版。本番に即した模擬試験 15 回分を
中心に，充実の付録は「重要語彙 まとめ練習問題」
で語彙を徹底的に復習。別冊解答付き。
978-4-336-05285-8 B5 210頁
(1,400)円
'11【発行 国書刊行会】

予想問題集
国書日本語学校編

「N1 予想問題集」を改訂。文字・語彙，文法，読
解，聴解の問題すべてを収録し，これ 1 冊で試験
対策が完成。試験学習の最初の本として，また直
前の総仕上げに。別冊解答には詳しい解説（英・
中・韓の部分訳付）を掲載。
978-4-336-05349-7 B5 124頁+別冊90頁
CD2枚付き (1,500)円
'11【発行 国書刊行会】

初級
中上級(英)(中)(日)

日本語能力試験 直前対策 N5
もじ・ごい・ぶんぽう

日本語能力試験 N2
［改訂版]

飯嶋美知子監修・著,山田京子,吉田雅子,
藤野安紀子著
日本語能力試験 N5 の「文字・語彙・文法」対策が
1 冊で完成。「もじ・ごい」「ぶんぽう」各 10 回分
の模擬テストを収録。充実の付録では重要語彙を
総復習でき，書き取り問題も収録。
978-4-336-06190-4 B5 184頁
(1,400)円
'17【発行 国書刊行会】

予想問題集
国書日本語学校編

日本語能力試験 N2 の試験対策はこれ１冊で完
成！ 文字・語彙，文法，読解，聴解に対応。別冊
解答に詳しい解説（英語・中国語翻訳）。CD 付。
978-4-336-05996-3 B5 224頁
(1,500)円
'16【発行 国書刊行会】
中級(日)

上級(日)

日本語能力試験 20 日で合格
Ｎ1 文字・語彙・文法 ［改訂版］
国書日本語学校著
日本語能力試験 N1 に出題が予想される文字・語
彙・文法問題を 20 日分にまとめ，効果的に合格を
目指す実践練習問題集。難易度の高い問題に挑戦
したい学習者向き。
※改訂にあたり，問題を見なおしています。
978-4-336-05630-6 Ｂ5 168頁
(1,300)円
'12【発行 国書刊行会】

日本語能力試験 N3
［改訂版]

予想問題集
国書日本語学校編

「N3 予想問題集」を改訂。文字・語彙，文法，読
解，聴解の問題すべてを収録し，これ 1 冊で試験
対策が完成。試験学習の最初の本として，また直
前の総仕上げに。別冊解答には詳しい解説（英・
中・韓の部分訳付）を掲載。
978-4-336-05351-0 B5 約120頁+別冊90頁
CD2枚付き (1,500)円
'11【発行 国書刊行会】

113

日本語能力試験対策

N1 レベルの「文字・語彙・文法」の学習を 1 冊に
まとめた決定版。本番に即した模擬試験 15 回分を
中心に，充実の付録は「重要語彙 まとめ練習問題」
で語彙を徹底的に復習。別冊解答付き。

初級(日)

日本語能力試験 N4
［改訂版]

予想問題集

45 日間で完全マスター

上級(英)(中)(日)

日本語能力試験対策
N1 文法総まとめ

国書日本語学校編
日本語能力試験対策

文字・語彙，文法，読解，聴解の問題すべてを収
録，これ１冊で試験対策が完成。試験学習の最初
の本として，また直前の総仕上げにも。※HP から
ベトナム語版「解答・解説」をダウンロードでき
ます。
978-4-336-05749-5 B5 108頁＋別冊100頁
CD１枚付き (1,500)円
'13【発行 国書刊行会】

Preparation for the Japanese Language
Proficiency Test

山田光子著,遠藤由美子監修
N1 に出題される文法と敬語を 1 日 3～5 つずつ，9
週間（45 日間）でマスター。1 日の勉強の後には
確認テストで実際に理解できたかチェック出来ま
す。各項目 1 つ目の例文には英語と中国語の解説
あり。独学にも最適です。
978-4-384-05685-3 A5 256頁

(1,600)円
'12【発行 三修社】

初級(日)

日本語能力試験 N5
［改訂版]

中上級(英)(韓)(中)(日)(ベ)
45 日間で基礎からわかる

予想問題集
国書日本語学校編

文字・語彙，文法，読解，聴解の問題すべてを収
録。これ１冊で試験対策が完成。試験学習の最初
の本として，また直前の総仕上げに。別冊解答に
はくわしい解説（英・中・ベトナム語の部分訳付）
を掲載。
978-4-336-05965-9 B5 168頁
(1,400)円
'15【発行 国書刊行会】
45 日間で確かな実力！

上級

日本語能力試験対策 N1 漢字・語彙
Kanji and Vocabulary for The Japanese Language
Proficiency Test

遠藤由美子,遠藤ゆう子著
9 週間の学習計画で N1 に出題される文字（漢字）
と語彙をマスター。【漢字】必修編，熟達編，難読
編の 3 部構成。1 日につき約 16 漢字と 8 問の確認
テスト。【語彙】例文は英語／中国語の対訳つき。
1 日につき約 25 のことばと 5 問の確認テスト。
978-4-384-05762-1 A5 416頁

45 日間で合格レベルへ！

(2,400)円
'13【発行 三修社】
中上級

日本語能力試験対策
N2 文法総まとめ
Preparation for the Japanese Language
Proficiency Test

遠藤ゆう子著,遠藤由美子監修
英語・中国語・韓国語・ベトナム語の 4 言語対訳
付き。2 級文法を覚えやすいよう配列し，1 日に 3
～5 つ，9 週間（45 日間）で 171 の機能語と敬語
を学習できるように構成した文法参考書。練習問
題を 520 問収録。
978-4-384-05574-0 A5 288頁

基礎も実践もこれ 1 冊でパーフェクト

遠藤由美子,遠藤ゆう子著
9 週間の学習計画で N2 に出題される文字（漢字）
と語彙をマスター。【漢字】必修の基本編と，挑戦
編の 2 部構成。1 日につき約 12 漢字と 6 問の確認
テスト。【語彙】例文は英語／中国語の対訳つき。
1 日につき約 15 のことばと 10 問の確認テスト。
978-4-384-05577-1 A5 296頁

(1,500)円
'11【発行 三修社】

Exercises for the Japanese Language Proficiency
Test

山田光子著,遠藤由美子監修
練習問題を 450 問＋模擬試験 3 セット（75 問）の
計 525 問を収録。段階的にレベルが上がるように
構成されているので，確実なステップを踏みなが
ら合格レベルの力が身につく。
978-4-384-05686-0 B5 104頁

(1,200)円
'12【発行 三修社】

解けば解くほど実践力がアップする

中上級(日)

日本語能力試験対策 N2 文法問題集
Exercises for the Japanese Language Proficiency
Test

遠藤ゆう子著,遠藤由美子監修
練習問題を 405 問＋模擬試験 3 セット（105 問）
の計 510 問を収録。問題は段階的にレベルが上が
るように構成されているので，確実なステップを
踏みながら合格レベルの力が身につく。
978-4-384-05575-7 B5 104頁
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上級(日)

日本語能力試験対策 N1 文法問題集

日本語能力試験対策 N2 漢字・語彙
Kanji and Vocabulary for The Japanese Language
Proficiency Test

(1,200)円
'10【発行 三修社】

(950)円
'10【発行 三修社】

実戦問題で合格力を身につける

中上級(日)

日本語能力試験対策
N2 文法模擬テスト

(1,100)円
'10【発行 三修社】

基礎から応用までこれ 1 冊！

初中級

日本語能力試験対策
N3 文法・語彙・漢字
Preparation for The Japanese Language
Proficiency Test

遠藤由美子監修,山田光子著
練習問題 664 問，模擬テスト 1 セットを収録。【文
法】初中級と中級文法からピックアップした重要
表現。ポイント解説に英語と中国語の対訳付き。
【語彙】カタカナ，自動詞・他動詞，慣用表現，
あいさつまで網羅。【漢字】読み問題と書き問題両
方収録。
(1,500)円
'13【発行 三修社】

20 日間で合格力を身につける！

初級(日)(ベ)

藤田朋世,菊池富美子,日置陽子,渡部真由美,
青木幸子,水野沙江香,塩川絵里子,
渕上真由美,久芳里奈,久木元恵共著
3 回の模試を通して出題形式や解答のポイント，
時間配分などをつかみながら着実に実戦力が身に
つく。徹底した出題分析により頻出の問題・語句
に対応。付録「試験に出る重要語句・文型リスト」
は直前チェックに便利。
978-4-86392-121-4 模擬テスト3回分 B5
本冊120頁 別冊132頁 CD3枚付き (2,000)円
'12【発行 Ｊリサーチ出版】
日本語能力試験 完全模試
ゼッタイ合格！

中上級(英)(韓)(中)

日本語能力試験 完全模試 N2
渡邉亜子,大場理恵子,清水知子,杉山ますよ,
野原ゆかり,作田奈苗共著
3 回の模試を通して出題形式や解答のポイント，
時間配分などをつかみながら着実に実戦力が身に
つく。徹底した出題分析により頻出の問題・語句
に対応。付録「試験に出る重要語句・文型リスト」
は直前チェックに便利。
978-4-86392-129-0 模擬テスト3回分 B5
本冊112頁 別冊132頁 CD3枚付き (2,000)円
'13【発行 Ｊリサーチ出版】

日本語能力試験対策
N4 漢字・語彙・文法

日本語能力試験 完全模試
ゼッタイ合格！

Preparation for The Japanese Language
Proficiency Test

日本語能力試験 完全模試 N3

遠藤由美子監修,山田光子著
N4 に出題される文法と語彙，漢字を学習。15 日分
の練習問題と，確認テストを 5 回分収録。解説に
は，英語とベトナム語の対訳付き。練習問題 90
問収録。
978-4-384-05779-9 A5 224頁
(1,500)円
'14【発行 三修社】

中級(英)(韓)(中)

渡邉亜子,菊池富美子,日置陽子,黒江理恵,
森本智子,高橋尚子,有田聡子共著
3 回の模試を通して出題形式や解答のポイント，
時間配分などをつかみながら着実に実戦力が身に
つく。徹底した出題分析により頻出の問題・語句
に対応。付録「試験に出る重要語句・文型リスト」
は直前チェックに便利。
978-4-86392-137-5 模擬テスト3回分 B5
本冊112頁 別冊132頁 CD3枚付き (2,000)円
'13【発行 Ｊリサーチ出版】

初級(英)(日)(ベ)
15 日間で確実な基礎固め！

日本語能力試験対策
N5 もじ・ごい・ぶんぽう
Preparation for The Japanese Language
Proficiency Test

遠藤ゆう子著,遠藤由美子監修
N5 に出題される文字，語彙，文法を 15 日間で学
習。本試験の出題形式に沿った練習問題とまとめ
テスト 3 回分を収録。英語とベトナム語の対訳で
独習をサポート。
978-4-384-05780-5 A5 200頁
(1,500)円
'16【発行 三修社】

日本語能力試験 完全模試
ゼッタイ合格！

初級(英)(韓)(中)

日本語能力試験 完全模試 N4
渡邉亜子,大場理恵子,清水知子,青木幸子,
高橋尚子共著
３回の模試を通して出題形式や解答のポイント，
時間配分などをつかみながら着実に実戦力が身に
つく。徹底した出題分析により頻出の問題・語句
に対応。付録「試験に出る重要語句・文型リスト」
は直前チェックに便利。
978-4-86392-138-2 模擬テスト3回分 B5
本冊100頁 別冊132頁 CD3枚付き (2,000)円
'13【発行 Ｊリサーチ出版】
115

日本語能力試験対策

新試験と同じ出題形式の問題を収録した模擬テス
ト。純粋に文法を問う練習問題 225 問と，読解問
題を含んだ模擬テスト 4 セットで構成。試験直前
の総まとめに。

978-4-384-05763-8 A5 200頁

上級(英)(韓)(中)

日本語能力試験 完全模試 N1

前澤由紀子著,遠藤由美子監修

978-4-384-05576-4 B5 104頁

日本語能力試験 完全模試
ゼッタイ合格！

日本語能力試験 完全模試
ゼッタイ合格！

初級(英)(韓)(中)

日本語能力試験 完全模試 N5
渡邉亜子,青木幸子,高橋尚子,藤田朋世,
黒江理恵共著
日本語能力試験対策

３回の模試を通して出題形式や解答のポイント，
時間配分などをつかみながら着実に実戦力が身に
つく。徹底した出題分析により頻出の問題・語句
に対応。付録「試験に出る重要語句・文型リスト」
は直前チェックに便利。
978-4-86392-141-2 模擬テスト3回分 B5 100頁
別冊128頁 CD3枚付き (2,000)円
'13【発行 Ｊリサーチ出版】
上級(英)(韓)(中)
日本語能力試験問題集 スピードマスター
N1 合格！

日本語能力試験問題集 N1 語彙スピ
ードマスター
中島智子,高橋尚子,松本知恵共著
大小のテーマ別に語彙を整理，新しい言葉を効率
よく覚えられる。また，見開き 2 ページごとに言
葉のリストとドリルで構成，テンポよく学習を進
められる。基本のドリルと「実戦練習」の 2 段階
で定着を促す。約 2,100 語収録。模試 2 回付き。

978-4-86392-074-3 B5 68頁＋別冊56頁
CD3枚付き (1,400)円
'11【発行 Ｊリサーチ出版】
上級(英)(韓)(中)
日本語能力試験問題集 スピードマスター
N1 合格！

日本語能力試験問題集 N1 読解スピ
ードマスター
菊池富美子,黒岩しづ可,竹田慎吾,
日置陽子共著
さまざまなテーマ，スタイルの文章素材を取り上
げ，あらゆる出題に対応。実戦形式の問題を数多
く解きながら実力を養う。序章では，読解問題の
キーワードをテーマ別に整理。模試 2 回付き。
978-4-86392-075-0 B5 104頁＋別冊16頁
(1,200)円
'11【発行 Ｊリサーチ出版】
中上級(英)(韓)(中)
日本語能力試験問題集 スピードマスター
N2 合格！

日本語能力試験問題集 N2 語彙スピ
ードマスター
中島智子,高橋尚子,松本知恵共著

978-4-86392-073-6 B5 184頁+別冊8頁 (1,200)円
'11【発行 Ｊリサーチ出版】
上級(英)(韓)(中)
日本語能力試験問題集 スピードマスター
N1 合格！

日本語能力試験問題集 N1 文法スピ
ードマスター

大小のテーマ別に語彙を整理，新しい言葉を効率
よく覚えられる。また，見開き 2 ページごとに言
葉のリストとドリルで構成，テンポよく学習を進
められる。基本のドリルと「実戦練習」の 2 段階
で定着を促す。CD に例文も収録（別冊に対訳付き）。
模試 3 回付き。
978-4-86392-060-6 B5 152頁+別冊16頁
CD１枚付き (1,200)円
'11【発行 Ｊリサーチ出版】

有田聡子,大久保理恵,北村優子,
高橋尚子共著
機能をもとにしたグループ分類により，整理しな
がら学習を進められる。豊富な例文と丁寧な説明，
コロケーションの紹介などを通して，意味や用法
がしっかりつかめる。基本のドリルと「実戦練習」
の 2 段階で定着を促す。模試 2 回付き。
978-4-86392-072-9 B5 164頁+別冊8頁 (1,200)円
'11【発行 Ｊリサーチ出版】
上級(英)(韓)(中)
日本語能力試験問題集 スピードマスター
N1 合格！

日本語能力試験問題集 N1 聴解スピ
ードマスター
青木幸子,塩川絵里子,藤田朋世,水野沙江香,
わたなべまゆみ共著
出題形式別の豊富な練習問題を通して実力養成。
さまざまな会話場面を取り上げ，あらゆる出題に
対応。序章では，聴解問題で注意したい語句をテ
ーマ別に整理。別冊では，丁寧な語句説明で学習
をサポート。模試 2 回付き。
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中上級(英)(韓)(中)
日本語能力試験問題集 スピードマスター
N2 合格！

日本語能力試験問題集 N2 文法スピ
ードマスター
渡邉亜子,白石知代共著
豊富な例文と対訳付きの意味説明により，文型の
意味や用法がわかりやすい。さらに 400 字程度の
文章中での文型の使い方も確認でき，理解を深め
られる。3 つの基本のドリルと「実戦練習」の 2
段階で定着を促す。模試 3 回付き。
978-4-86392-059-0 B5 124頁+別冊32頁
(1,200)円
'11【発行 Ｊリサーチ出版】

中上級(英)(韓)(中)
日本語能力試験問題集 スピードマスター
N2 合格！

日本語能力試験問題集 N2 聴解スピ
ードマスター

978-4-86392-057-6 B5 64頁+別冊56頁 CD3枚付き
(1,400)円
'11【発行 Ｊリサーチ出版】
中上級(英)(韓)(中)
日本語能力試験問題集 スピードマスター
N2 合格！

日本語能力試験問題集 N2 読解スピ
ードマスター
小林ひとみ,桑原里奈,木林理恵共著
さまざまなテーマ，スタイルの文章素材を取り上
げ，あらゆる出題に対応。実戦形式の問題を数多
く解きながら実力を養う。序章では，読解問題攻
略のミニレッスンでポイントを整理。模試 2 回付
き。
978-4-86392-058-3 B5 128頁+別冊16頁
(1,200)円
'11【発行 Ｊリサーチ出版】
中級(英)(韓)(中)
日本語能力試験問題集 スピードマスター
N3 合格！

日本語能力試験問題集 N3 語彙スピ
ードマスター
中島智子,松田佳子,高橋尚子共著
大小のテーマ別に語彙を整理，新しい言葉を効率
よく覚えられる。また，見開き 2 ページごとに言
葉のリストとドリルで構成，テンポよく学習を進
められる。基本のドリルと「実戦練習」の 2 段階
で定着を促す。CD に例文も収録（別冊に対訳付き）。
模試 3 回付き。
978-4-86392-037-8 B5 136頁+別冊28頁
CD1枚付き (1,200)円
'10【発行 Ｊリサーチ出版】
中級(英)(韓)(中)
日本語能力試験問題集 スピードマスター
N3 合格！

中級(英)(韓)(中)
日本語能力試験問題集 スピードマスター
N3 合格！

日本語能力試験問題集 N3 聴解スピ
ードマスター
棚橋明美,杉山ますよ,野原ゆかり共著
出題形式別の豊富な練習問題で実力養成。さまざ
まな会話場面を取り上げ，あらゆる出題に対応。
序章では話し言葉の音の変化を整理，聴き取り力
アップを図る。別冊では，丁寧な語句説明で学習
をサポート。模試 1 回付き。
978-4-86392-035-4 B5 68頁+別冊52頁 CD2枚付き
(1,200)円
'10【発行 Ｊリサーチ出版】
中級(英)(韓)(中)
日本語能力試験問題集 スピードマスター
N3 合格！

日本語能力試験問題集 N3 読解スピ
ードマスター
渡邉亜子,菊池民子共著
さまざまな文章素材による実戦形式の問題を数多
く解きながら，実力を養う。序章の，文末表現や
読解のキーワードなどの整理，指示語の練習も効
果的。別冊では，丁寧な語句説明で学習をサポー
ト。模試 1 回付き。
978-4-86392-034-7 B5 136頁+別冊20頁
(1,200)円
'10【発行 Ｊリサーチ出版】
初中～上級(英)(韓)(中)

新・日本語能力試験 N1・N2・N3
新傾向解説と完全予想模試
ジャパンタイムズ編
新しい「日本語能力試験」N1・N2・N3 レベルの新
傾向解説をまとめた 1 冊。設問ごとの詳しい分析，
学習法アドバイスのほか，公式ガイドブックの出
題数のめやすに合わせた模試を収載。新しい日能
試験がまるごとわかる。
978-4-7890-1394-9 B5 224頁 (1,600)円(品切れ)
'10【発行 ジャパンタイムズ】

日本語能力試験問題集 N3 文法スピ
ードマスター
清水知子,大場理恵子,鈴木美希共著
ターゲット文型について，例文を中心とした基本
解説に加え，会話や文章の中での実際の使い方も
確認していく。意味や用法がわかりやすく，理解
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棚橋明美,杉山ますよ,野原ゆかり共著
出題形式別の豊富な練習問題を通して実力養成。
さまざまな会話場面を取り上げ，あらゆる出題に
対応。序章では，聴解問題で注意したい語句をテ
ーマ別に整理。別冊では，丁寧な語句説明で学習
をサポート。模試 2 回付き。

も深まる。パート 2 では，敬語・副詞・接続表現
の強化学習ができる。模試 3 回付き。
978-4-86392-036-1 B5 152頁+別冊32頁
(1,200)円
'10【発行 Ｊリサーチ出版】

希望小売価格（税込960円）
'13【発行 スリーエーネットワーク】

初～上級(英)

日本語パワーアップ総合問題集
Integrated Exercises for Japanese Language
Proficiency

佐々木瑞枝,横浜日本語研究会著
日本語能力試験対策

大学進学後に必要な日本語力の養成も目指した内
容で，「文字・語彙」「聴解」「文法」「読解」の各
分野を一冊でカバーする。聴解問題用 CD 各 1 枚付
き。レベル A＝1 級，レベル B＝2 級相当，レベル
C＝2～4 級相当。
978-4-7890-1012-2 レベルA B5 128頁
別冊解答解説付録36頁 CD1枚付き
(1,800)円(品切れ)
978-4-7890-1013-9 レベルB B5 120頁
別冊解答解説付録40頁 CD1枚付き
(1,800)円(品切れ)
978-4-7890-1027-6 レベルC B5 184頁
別冊解答解説付録40頁 CD1枚付き
(2,000)円(品切れ)
'00【発行 ジャパンタイムズ】

中～中上級(韓)

JLPT N2 문법 新완전마스터
필수문법형식 198
友松悦子,福島佐知,中村かおり著
『新完全マスター日本語能力試験文法 N2』をアプ
リ化。試験合格に必須の「第１部 文の文法」に取
り上げた 198 文法形式を収録し，
「意味・解説・例
文」を韓国語 翻訳。Lite 版は第 １ 課を収録。
iPhone・iPad・Android 対応。
希望小売価格（税込960円）
'13【発行 スリーエーネットワーク】
完全マスター

中上～上級

改訂版 完全マスター1 級
日本語能力試験文法問題対策
植木香,植田幸子,野口和美著

中上～上級(中)

JLPT N1 语法 新完全掌握必背句型
123
友松悦子,福島佐知,中村かおり著
『新完全マスター日本語能力試験文法 N1』をアプ
リ化。試験合格に必須の「第１部 文の文法」に取
り上げた 123 文法形式を収録し，
「意味・解説・例
文」を中国語 翻訳。Lite 版は第 １ 課を収録。
iPhone・iPad・Android 対応。

旧版より使いやすい教材にリニューアル。練習量
も大幅アップ，実際の問題に近い形で練習が行え
る。機能語を機能別に並べ替えてより学びやすく
工夫。出題基準にない項目で，過去に出題された
項目も取りあげ，ある程度の長い文章の中で機能
語の働きを確認できる「読みましょう」を収録。
978-4-88319-356-1 B5 154頁 別冊10頁
(1,200)円
'05【発行 スリーエーネットワーク】
完全マスター

希望小売価格（税込960円）
'13【発行 スリーエーネットワーク】

中～中上級

完全マスター2 級
日本語能力試験文法問題対策

中～中上級(中)

JLPT N2 语法 新完全掌握必背句型
198
友松悦子,福島佐知,中村かおり著
『新完全マスター日本語能力試験文法 N2』をアプ
リ化。試験合格に必須の「第１部 文の文法」に取
り上げた 198 文法形式を収録し，
「意味・解説・例
文」を中国語 翻訳。Lite 版は第 １ 課を収録。
iPhone・iPad・Android 対応。
希望小売価格（税込960円）
'13【発行 スリーエーネットワーク】

アジア学生文化協会留学生日本語コース著
旧「日本語能力試験出題基準」の文法 2 級機能語
を完全網羅。各機能語の意味，接続，注意等を詳
しく取り上げ，豊富な例文で使い方を示す解説ペ
ージとそこで学んだことを試す問題ページとで構
成。
978-4-88319-088-1 B5 118頁 別冊5頁 (1,200)円
'97【発行 スリーエーネットワーク】
新完全マスター

中上～上級

新完全マスター漢字
日本語能力試験 N1

中上～上級(韓)

JLPT N1 문법 新완전마스터
필수문법형식 123
友松悦子,福島佐知,中村かおり著
『新完全マスター日本語能力試験文法 N1』をアプ
リ化。試験合格に必須の「第１部 文の文法」に取
り上げた 123 文法形式を収録し，
「意味・解説・例
文」を韓国語 翻訳。Lite 版は第 １ 課を収録。
iPhone・iPad・Android 対応。
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石井怜子,青柳方子,大野純子,木村典子,
斎藤明子,塩田安佐,鈴木英子,松田直子,
岑村康代,村上まさみ,守屋和美,山崎洋子著
『完全マスター漢字 日本語能力試験 1 級レベル』
の改訂版。日本語能力試験 N2 レベルの学習を終え
た方が対象で，677 字の読み方と使い方を学習。
978-4-88319-546-6 B5 197頁 別冊21頁
(1,200)円
'10【発行 スリーエーネットワーク】

新完全マスター

中～中上級

新完全マスター漢字
日本語能力試験 N2

日本語能力試験 N2 に合格するための「語彙力」を
養う問題集。語彙（2,283 語）は，様々な資料や
過去問を参考に厳選。練習問題数は非常に豊富で
995 問。
978-4-88319-574-9 B5 207頁 別冊32頁
(1,200)円
'11【発行 スリーエーネットワーク】

初中級(英)(中)

新完全マスター漢字
日本語能力試験 N3

初中級(英)(中)
新完全マスター

石井怜子,青柳方子,鈴木英子,髙木美穂,
森田亮子,山崎洋子著
日本語能力試験 N4 レベルまでの漢字 300 字を学習
済みで，中級に入る学習者を対象とした漢字テキ
スト。N3 レベルの漢字 354 字とその読み方，N5，
N4 レベルの漢字の中から 88 字の新しい読み方を
学習できる。
978-4-88319-688-3 B5 115頁 別冊46頁
(1,200)円
'14【発行 スリーエーネットワーク】

新完全マスター語彙
日本語能力試験 N3
伊能裕晃,本田ゆかり,来栖里美,
前坊香菜子著
日本語能力試験 N3 に合格するための「語彙力」を
養う問題集。言語データベースと過去問の綿密な
分析により，
N3 レベルで学習すべき語彙（約 1,000
語）を厳選。豊富な問題を解きながら実力をつけ
る構成。
978-4-88319-743-9 B5 146頁 別冊18頁
(1,200)円
'17【発行 スリーエーネットワーク】

初中級(ベ)

新完全マスター漢字
日本語能力試験 N3 ベトナム語版
石井怜子,青柳方子,鈴木英子,髙木美穂,
森田亮子,山崎洋子著
日本語能力試験 N4 レベルまでの漢字 300 字を学習
済みで，中級に入る学習者対象。N3 レベルの漢字
354 字とその読み方，N5，N4 レベルの漢字の中か
ら 88 字の新しい読み方を学習する。別冊漢字リス
トには漢越語も掲載。
978-4-88319-711-8 B5 115頁 別冊46頁
(1,200)円
'15【発行 スリーエーネットワーク】
新完全マスター

伊能裕晃,本田ゆかり,来栖里美,前坊香菜子,
阿保きみ枝,宮田公治著

中上～上級

新完全マスター語彙
日本語能力試験 N1

新完全マスター

石井怜子監修,斎藤明子,小谷野美穂,
鈴木英子,山崎洋子,青柳方子,王亜茹,
大野純子,木村典子,塩田安佐,田川麻央,
森田亮子,守屋和美,米原貴子著
日本語能力試験 N3 に合格するための「語彙力」を
養う独習本。中級前半に必要な 1800 語を覚えやす
さに配慮して，品詞ごとやカテゴリごとに提示し，
よく使われる複合語，派生語などの関連語もあわ
せて確認できる。
978-4-88319-735-4 A5変 268頁
MP3音声無料ダウンロード (1,600)円
'16【発行 スリーエーネットワーク】
新完全マスター

伊能裕晃,本田ゆかり,来栖里美,前坊香菜子,
阿保きみ枝,宮田公冶著
日本語能力試験 N1 に合格するための「語彙力」を
養う問題集。実力養成編と模擬試験編の 2 部構成。
厳選した語彙は，1613 語。練習問題は 945 問と豊
富。
978-4-88319-573-2 B5 184頁 別冊24頁
(1,200)円
'11【発行 スリーエーネットワーク】

初中級(英)(ベ)

新完全マスター単語
日本語能力試験 N3 重要 1800 語

中上～上級

新完全マスター聴解
日本語能力試験 N1
中村かおり,福島佐知,友松悦子著
聴解に必要なスキルを積み上げながら効率よく習
得する。問題紹介・実力養成編・模擬試験の 3 部
構成。日本語能力試験の受験者はもちろん，全般
的な聴解の力をつけたい方にもおすすめ。
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『完全マスター漢字 日本語能力試験 2 級レベル』
の改訂版。N3 レベルまでの漢字の復習と，N2 レベ
ルの漢字 392 字の読み方と使い方の学習を行う。
978-4-88319-547-3 B5 121頁 別冊1：79頁
別冊2：38頁 CD1枚付き (1,400)円
'10【発行 スリーエーネットワーク】

新完全マスター

中～中上級

新完全マスター語彙
日本語能力試験 N2

石井怜子,鈴木英子,青柳方子,大野純子,
木村典子,斎藤明子,塩田安佐,杉山ますよ,
松田直子,岑村康代,村上まさみ,守屋和美,
山崎洋子著

新完全マスター

新完全マスター

978-4-88319-566-4 B5 89頁 別冊46頁 CD2枚付き
(1,600)円
'11【発行 スリーエーネットワーク】
新完全マスター

中～中上級

日本語能力試験対策

新完全マスター聴解
日本語能力試験 N2
中村かおり,福島佐知,友松悦子著

978-4-88319-567-1 B5 103頁 別冊46頁
CD2枚付き (1,600)円
'11【発行 スリーエーネットワーク】
初中級(英)(中)

新完全マスター聴解
日本語能力試験 N3

新完全マスター

中村かおり,福島佐知,友松悦子著

日本語能力試験 N2 に合格するための「読解力」を
養う問題集。「対比」「疑問提示文」などポイント
を提示，「文章全体をつかむ」練習を数多く収録。
あらゆる文章の読解に応用できる。この１冊で充
分な対策が可能。
978-4-88319-572-5 B5 197頁 別冊39頁
(1,400)円
'11【発行 スリーエーネットワーク】

田代ひとみ,宮田聖子,荒巻朋子著
日本語能力試験 N3 合格を目指すための読解教材。
さまざまな形式の文書を読む練習などを通して段
階的に読解力を養成する。解説および重要語彙・
表現には英語，中国語訳付き。
978-4-88319-671-5 B5 159頁 別冊36頁
(1,400)円
'14【発行 スリーエーネットワーク】
新完全マスター

中村かおり,福島佐知,友松悦子著
日本語能力試験聴解の問題形式に合わせて，それ
ぞれに必要なスキルを段階を踏んで無理なく学ぶ
ことができる教材。学習者がつまずきやすい点に
焦点を当て，初級から中級レベルへの橋渡し及び
復習教材としても活用できる。
978-4-88319-710-1 B5 85頁 別冊46頁 CD2枚付き
(1,500)円
'15【発行 スリーエーネットワーク】

初中級(ベ)

新完全マスター読解
日本語能力試験 N3 ベトナム語版
田代ひとみ,宮田聖子,荒巻朋子著
日本語の文章を読む練習を段階的に行うことによ
って，実際の試験に対応できる力を養成すること
を目指す。様々な形式の文章を読む練習を通して，
段階的に読解能力を養成する。解説および重要語
彙・表現にはベトナム語訳付き。
978-4-88319-722-4 B5 159頁 別冊36頁
(1,400)円
'15【発行 スリーエーネットワーク】

中上～上級
新完全マスター

新完全マスター読解
日本語能力試験 N1
福岡理恵子,清水知子,初鹿野阿れ,中村則子,
田代ひとみ著
日本語能力試験 N1 に合格するための「読解力」を
養う問題集。あらゆる読解に応用できる良質の読
解文は「広告，パンフレット，情報誌，ビジネス
文書」の練習問題も豊富。この１冊で充分，試験
対策が可能。
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初中級(英)(中)

新完全マスター読解
日本語能力試験 N3

初中級(ベ)

新完全マスター聴解
日本語能力試験 N3 ベトナム語版

新完全マスター

中～中上級

田代ひとみ,中村則子,初鹿野阿れ,清水知子,
福岡理恵子著

新完全マスター

N3 に合格するための「聴解の力」を養う問題集。
5 つの問題形式を順に学習することによって，聴
解に必要なスキルを積み上げながら習得できる。
試験対策はもちろん，全般的な聴解の力をつけた
い方にもオススメ。
978-4-88319-609-8 B5 85頁 別冊46頁 CD2枚付き
(1,500)円
'12【発行 スリーエーネットワーク】
新完全マスター

(1,400)円
'11【発行 スリーエーネットワーク】

新完全マスター読解
日本語能力試験 N2

日本語能力試験 N2 に合格するための「聴解の力」
を養う問題集。問題紹介・実力養成編・模擬試験
の 3 部構成。日本語能力試験の受験者はもちろん，
全般的な聴解の力をつけたい方にもおすすめ。

新完全マスター

978-4-88319-571-8 B5 207頁 別冊48頁

中上～上級

新完全マスター文法
日本語能力試験 N1
友松悦子,福島佐知,中村かおり著
日本語能力試験 N1 に合格するための「文法力」を
養う問題集。問題紹介・実力養成編・模擬試験の
3 部構成。同シリーズ N2 との連続使用により，上
級レベルの運用力を築くことができる。
978-4-88319-564-0 B5 180頁 別冊7頁 (1,200)円
'11【発行 スリーエーネットワーク】

新完全マスター

中～中上級

新完全マスター文法
日本語能力試験 N2
友松悦子,福島佐知,中村かおり著

初中級(英)(中)

新完全マスター文法
日本語能力試験 N3

友松悦子,福島佐知,中村かおり著
初級後半の文法を短期間で総復習するとともに，
日本語能力試験 N4 に合格する力を養うための教
材。簡潔な解説と豊富な練習問題。試験対策だけ
でなく，中・上級へ続く初級の基礎固めにも最適。
ベトナム語訳解説付き。
978-4-88319-725-5 B5 138頁 別冊15頁
(1,200)円
'15【発行 スリーエーネットワーク】
中～上級

友松悦子,福島佐知,中村かおり著
N3 に合格するための「文法力」を養う問題集。試
験対策はもちろん，初中級文法を整理し，中上級
へとつながる運用力を養成するための教材として
もオススメ。
978-4-88319-610-4 B5 159頁 別冊7頁 (1,200)円
'12【発行 スリーエーネットワーク】
初中級(ベ)

新完全マスター文法
日本語能力試験 N3 ベトナム語版

短期合格 日本語能力試験 N1・N2
語彙
大矢根祐子,寺田和子,東郷久子,
増井世紀子著
本書は『完全マスター語彙日本語能力試験１・2
級レベル』を一部改訂し，新試験に対応したもの。
品詞ごとに意味別分類した重要語彙の「リスト」
と「練習問題」の 2 部構成。短期間で学習でき，
試験前の総まとめとして最適。
978-4-88319-597-8 B5 143頁 別冊9頁 (1,100)円
'12【発行 スリーエーネットワーク】
上級

友松悦子,福島佐知,中村かおり著
日本語能力試験 N3 に合格するための「文法力」を
養う問題集。問題紹介，実力養成編，模擬試験の
3 部構成。日本語能力試験の受験者はもちろん，
初中級文法を整理したい方にもおすすめ。解説部
分にベトナム語の翻訳付。
978-4-88319-717-0 B5 159頁 別冊7頁 (1,200)円
'15【発行 スリーエーネットワーク】
新完全マスター

初級(英)

新完全マスター文法
日本語能力試験 N4

読解攻略！
日本語能力試験 N1 レベル
草野宗子,村澤慶昭,牛米節男著
日本語能力試験 N1 レベルの読解力を養成する問
題集。苦手部分を意識しつつ，難易度の高い多く
の問題に取り組めるので，試験対策のみならず，
「より多くの問題を解いて力をつけたい」という
中級以上の学習者にも，おすすめ。
978-4-88319-706-4 B5 189頁 別冊59頁
(1,400)円
'15【発行 スリーエーネットワーク】

友松悦子,福島佐知,中村かおり著
初級後半の文法を短期間で総復習するとともに，
日本語能力試験 N4 に合格する力を養うための教
材。簡潔な解説と豊富な練習問題。試験対策だけ
でなく，中・上級へ続く初級の基礎固めにも最適。
英訳解説付き。
978-4-88319-694-4 B5 138頁 別冊15頁
(1,200)円
'14【発行 スリーエーネットワーク】

中上～上級

日本語能力試験 N1 模擬テスト
千駄ヶ谷日本語教育研究所著
模擬試験 1 回分収録。問題冊子を取り外し，本試
験に近い形で模擬試験を実施できる。実施方法が
詳しく説明されており実施しやすい。試験対策を
始める際の苦手分野の把握から本試験前の総仕上
げまで幅広く活用できる。
978-4-88319-556-5 〈1〉 B5 本文31頁
問題冊子1：33頁 問題冊子2：17頁 CD1枚付き
(900)円
978-4-88319-575-6 〈2〉 B5 本文31頁
問題冊子1：33頁 問題冊子2：17頁 CD1枚付き
(900)円
978-4-88319-631-9 〈3〉 B5 本文31頁
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978-4-88319-565-7 B5 211頁 別冊9頁 (1,200)円
'11【発行 スリーエーネットワーク】

新完全マスター

初級(ベ)

新完全マスター文法
日本語能力試験 N4 ベトナム語版

日本語能力試験 N2 に合格するための「文法力」を
養う問題集。問題紹介・実力養成編・模擬試験の
3 部構成。文の文法だけでなく，文章の文法にも
対応した豊富な練習問題。

新完全マスター

新完全マスター

問題冊子1：33頁 問題冊子2：17頁 CD1枚付き
(900)円
978-4-88319-652-4 〈4〉 B5 本文31頁
問題冊子1：33頁 問題冊子2：17頁 CD1枚付き
(900)円
'11～13【発行 スリーエーネットワーク】
日本語能力試験対策

中～中上級

日本語能力試験 N2 模擬テスト
千駄ヶ谷日本語教育研究所著
模擬試験 1 回分収録。問題冊子を取り外し，本試
験に近い形で模擬試験を実施できる。実施方法が
詳しく説明されており実施しやすい。試験対策を
始める際の苦手分野の把握から本試験前の総仕上
げまで幅広く活用できる。
978-4-88319-557-2 〈1〉 B5 本文31頁
問題冊子1：33頁 問題冊子2：13頁 CD1枚付き
(900)円
978-4-88319-576-3 〈2〉 B5 本文31頁
問題冊子1：33頁 問題冊子2：17頁 CD1枚付き
(900)円
978-4-88319-632-6 〈3〉 B5 本文31頁
問題冊子1：33頁 問題冊子2：17頁 CD1枚付き
(900)円
978-4-88319-653-1 〈4〉 B5 本文31頁
問題冊子1：33頁 問題冊子2：17頁 CD1枚付き
(900)円
'11～13【発行 スリーエーネットワーク】
ノースアイランド能力試験シリーズ 1

上級(日)

ノースアイランド能力試験シリーズ 3

中級(日)

N3 読解問題 55＋
55+ Reading Comprehension Tests for N3

北嶋千鶴子著
新試験完全対応の問題 56 問からなる。旧版「読解
問題 55」の問題との重複はない。読み物としても
興味が持てるような内容。生活に役立つヒント，
日本や世界の事情などの紹介もある。旧試験のレ
ベルを参考に語彙・文法などを使用。
978-4-9905979-2-4 B5
(1,300)円
'11【発行 ノースアイランド】
初～上級

新しい「日本語能力試験」
ガイドブック概要版と問題例集
国際交流基金,日本国際教育支援協会編著
平成 22 年（2010 年）度から新しい「日本語能力
試験」が実施された。本書は，日本語能力試験の
ウェブサイトで公開された『新しい「日本語能力
試験」ガイドブック概要版』と『新しい「日本語
能力試験」問題例集』を N1,N2,N3 編と N4,N5 編に
まとめたもの。聴解問題例の音声 CD 付き！ 能力
試験の指導の参考に，また練習問題として必携の
一冊。
978-4-89358-734-3 N1,N2,N3編 B5 130頁 CD付き
(900)円(品切れ)
978-4-89358-735-0 N4,N5編 B5 88頁 CD付き
(800)円(品切れ)
'09【発行 凡人社】

N1 読解問題 55＋
55+ Reading Comprehension Tests for N1

日本語能力試験対応

北嶋千鶴子著
新試験完全対応の問題 56 問からなる。旧版「読解
問題 55」の問題との重複はない。読み物としても
興味が持てるような内容。生活に役立つヒント，
日本や世界の事情などの紹介もある。旧試験のレ
ベルを参考に語彙・文法などを使用。
978-4-9905979-0-0 B5
(1,300)円
'11【発行 ノースアイランド】
ノースアイランド能力試験シリーズ 2

中級(日)

N2 読解問題 55＋
55+ Reading Comprehension Tests for N2

初級(英)

きらり☆日本語

N5

語彙

齋藤美幸,沼田宏,加藤早苗著
日本語能力試験 N5 レベルに対応した語彙の「辞
書」と「練習帳」「模擬試験」の要素を併せ持った
テキスト。普段の学習に使うことで，語彙の運用
力をのばすことはもちろん，日本語能力試験合格
を目標に使うこともできる。かたまりで覚える，
イラストで印象づける，文脈の中で使いながら覚
えるなど，言葉を覚えるための工夫が満載。日本
語能力試験の模擬問題を N5 は 5 回分掲載。巻末に
は，アクセントと英語訳を付けた語彙リストを収
録。皆さんの日本語をより豊かに“ きらり☆ ”
と輝かせる一冊。

北嶋千鶴子著
新試験完全対応の問題 56 問からなる。旧版「読解
問題 55」の問題との重複はない。読み物としても
興味が持てるような内容。生活に役立つヒント，
日本や世界の事情などの紹介もある。旧試験のレ
ベルを参考に語彙・文法などを使用。
978-4-9905979-1-7 B5
(1,300)円
'11【発行 ノースアイランド】
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978-4-89358-834-0 B5 120頁 別冊12頁
(1,200)円
'12【発行 凡人社】

日本語能力試験対応

初級(英)

きらり☆日本語

N4

語彙

齋藤美幸,沼田宏,加藤早苗著

978-4-89358-853-1 B5 140頁 別冊12頁
(1,200)円
'13【発行 凡人社】

初～初中級(英)
日本語能力試験対応

きらり☆日本語

N3

語彙
齋藤美幸,沼田宏著

日本語能力試験 N3 レベルに対応した語彙の「辞
書」と「練習帳」「模擬試験」の要素を併せ持った
テキスト。日本語能力試験の模擬問題を 4 回分掲
載。巻末には，アクセントと英語訳を付けた語彙
リストを収録。
978-4-89358-914-9 B5 136頁 別冊8頁 (1,200)円
'16【発行 凡人社】
日本語能力試験 1，2 級対策

上級

合格ドリル
文字・語彙・文法全 400 題
渋谷外語学院著
日本語能力試験 1・2 級受験者のためのドリル。出
題基準に準拠するとともに，過去 3 年分の試験の
詳細な分析に基づく問題を収録。弱点強化のため
の 2 冊目の問題集としても最適。各ページに間違
いやすい漢字・語彙・文型の使い分けの例文を挙
げたポイント欄付き。
978-4-89358-318-5 B5 80頁

(絶版)
'95【発行 凡人社】

初～初中級

日本語能力試験 3・4 級
試験問題と正解

中～上級

日本語能力試験 1・2 級
試験問題と正解
Japanese Language Proficiency Test Level 1 and 2
Questions and Correct Answers

日本国際教育支援協会,国際交流基金編著
日本語能力試験への関心の高まりに応え，受験者
と受験希望者に便宜を図り，また，国内外の日本
語学習を奨励するために公開されることとなった
問題と正解集。
978-4-89358-111-2 平成2年度版 テープ1巻付き
(971)円
978-4-89358-167-9 平成3年度版
テープ1巻付き(絶版)
978-4-89358-229-4 平成4年度版
テープ1巻付き(絶版)

Japanese Language Proficiency Test Level 3 and 4
Questions and Correct Answers

日本国際教育支援協会,国際交流基金編著
日本語能力試験への関心の高まりに応え，受験者
と受験希望者に便宜を図り，また，国内外の日本
語学習を奨励するために公開されることとなった
問題と正解集。
978-4-89358-112-9 平成2年度版 テープ1巻付き
(971)円
978-4-89358-168-6 平成3年度版 テープ1巻付き
(971)円
978-4-89358-230-0 平成4年度版
テープ1巻付き(絶版)
978-4-89358-257-7 平成5年度版 テープ1巻付き
(1,165)円
978-4-89358-305-5 平成6年度版 テープ1巻付き
(1,165)円
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日本語能力試験 N4 レベルに対応した語彙の「辞
書」と「練習帳」「模擬試験」の要素を併せ持った
テキスト。日本語能力試験の模擬問題を 4 回分掲
載。巻末には，アクセントと英語訳を付けた語彙
リストを収録。

978-4-89358-256-0 平成5年度版
テープ1巻付き(絶版)
978-4-89358-304-8 平成6年度版 テープ1巻付き
(1,165)円
978-4-89358-340-6 平成7年度版 テープ1巻付き
(1,165)円
978-4-89358-367-3 平成8年度版 テープ1巻付き
(1,165)円
978-4-89358-394-9 平成9年度版
テープ1巻付き(絶版)
978-4-89358-423-6 平成10年度版
テープ1巻付き(絶版)
978-4-89358-458-8 平成11年度版
テープ1巻付き(絶版)
978-4-89358-481-6 平成12年度版
テープ1巻付き(絶版)
978-4-89358-506-6 平成13年度版
CD2枚付き(絶版)
978-4-89358-532-5 平成14年度版
CD2枚付き(絶版)
978-4-89358-566-0 平成15年度版
CD2枚付き(絶版)
978-4-89358-585-1 平成16年度版
CD2枚付き(絶版)
978-4-89358-609-4 平成17年度版
CD2枚付き(絶版)
978-4-89358-638-4 平成18年度版 CD2枚付き
(1,524)円(品切れ)
978-4-89358-667-4 平成19年度版 CD2枚付き
(1,524)円
978-4-89358-700-8 平成20年度版 CD2枚付き
(1,524)円
978-4-89358-727-5 平成21年度 第1回 CD2枚付き
(1,524)円
978-4-89358-744-2 平成21年度 第2回 CD2枚付き
(1,524)円
'91～10【発行 凡人社】

日本語能力試験対策

978-4-89358-341-3 平成7年度版 テープ1巻付き
(1,165)円
978-4-89358-368-0 平成8年度版
テープ1巻付き(絶版)
978-4-89358-395-6 平成9年度版
テープ1巻付き(絶版)
978-4-89358-424-3 平成10年度版
テープ1巻付き(絶版)
978-4-89358-459-5 平成11年度版
テープ1巻付き(絶版)
978-4-89358-482-3 平成12年度版
テープ1巻付き(絶版)
978-4-89358-507-3 平成13年度版
CD1枚付き(絶版)
978-4-89358-533-2 平成14年度版
CD1枚付き(絶版)
978-4-89358-561-5 平成15年度版
CD1枚付き(絶版)
978-4-89358-586-8 平成16年度版
CD1枚付き(絶版)
978-4-89358-610-0 平成17年度版
CD1枚付き(絶版)
978-4-89358-639-1 平成18年度版
CD1枚付き(絶版)
978-4-89358-668-1 平成19年度版 CD1枚付き
(1,333)円
978-4-89358-701-5 平成20年度版 CD1枚付き
(1,333)円
978-4-89358-745-9 平成21年度 第2回 CD1枚付き
(1,333)円
'91～10【発行 凡人社】
初～上級

平成 16～18 年度日本語能力試験
試験問題と正解
The 2004-6 Japanese Language Proficiency Test
Questions and Correct Answers

初～上級

短期マスター
日本語能力試験ドリル
凡人社編集部編
日本語能力試験で出題される試験科目（文字・語
彙，文法，読解，聴解）をすべて 1 冊で勉強でき
る問題集。実際の試験の約 2 回分に相当する問題
数を掲載。短い期間ですべての科目を勉強できる
ので，苦手な科目を見つけたり，試験直前のチェ
ックにも使うことができる。
978-4-89358-845-6 N1（第2版） B5
92頁+別冊36頁 CD1枚付き (1,300)円
978-4-89358-846-3 N2（第2版） B5
88頁+別冊32頁 CD1枚付き (1,300)円
978-4-89358-847-0 N3（第2版） B5
76頁+別冊24頁 CD1枚付き (1,300)円
978-4-89358-760-2 N4 B5 80頁+別冊24頁
CD1枚付き (1,300)円
978-4-89358-761-9 N5 B5 76頁+別冊20頁
CD1枚付き (1,300)円
'10～13【発行 凡人社】
日本語能力試験対応

短期マスター

初中～中級

聴解ドリル

浅野陽子,武田聡子,長崎清美著
「まずは確認」「耳慣らし& 口慣らしタスク」から
「基本練習」「応用練習」へと，さまざまな練習形
式で段階的に学べる構成。試験対策のコースで集
中的に使うほか，毎日の授業に少しずつ取り入れ
ることもできる。
978-4-89358-839-5 1[N2・N3レベル] B5 76頁
別冊48頁 CD2枚付き (1,500)円
978-4-89358-857-9 2[N1・N2レベル] B5 68頁
別冊80頁 CD2枚付き (1,600)円
'12～13【発行 凡人社】

日本国際教育支援協会,国際交流基金編著

とくとく読解キーワード
「日本語能力試験」試験問題の，３年分の合冊版。
級ごとに分かれているので，より的を絞った対策
ができる。受験者や先生方，必携！
978-4-89358-675-9 １級 B5 232頁 CD3枚付き
(2,200)円
978-4-89358-676-6 ２級 B5 218頁 CD3枚付き
(2,200)円
978-4-89358-677-3 ３級 B5 174頁 CD2枚付き
(2,000)円
978-4-89358-678-0 ４級 B5 148頁 CD2枚付き
(2,000)円
'08【発行 凡人社】

上級

神崎道太郎,中西泰洋著
日本語能力試験 1 級の 5 年間分の読解問題を質問
文の形式から 7 つに分類。7 つの解法テクニック
を用いれば，誰にでも読解問題を克服できるよう
になっている。読解問題に焦点を絞った読解攻略
の決定版！見やすい 2 色刷。
978-4-89358-335-2 A5 116頁

日本語テスト問題集

(1,600)円
'95【発行 凡人社】

上級

田中望監修
日本語能力試験 1 級の受験者を対象とし，それぞ
れの分野について模擬試験の体裁をとる。全 20
課から成り，課が進むにつれて難易度が高くなる
ように作成してあるので，レベルに応じて使用で
きる。
978-4-89358-020-7 文字・語彙編 B5
(絶版)
978-4-89358-207-2 聴解編 B5
(1,262)円
978-4-89358-206-5 文法編 B5
(絶版)
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978-4-89358-208-9 聴解編テープ
C60×1，C50×1(絶版)
978-4-89358-027-6 読解編 B5
(絶版)
'85～92【発行 凡人社】

マルチメディアで学ぶ

上級(英)(日)

日本語能力試験 N1 文法
CD-ROM 付（Windows 用）
Preparing for the Japanese-Language Proficiency
Test, N1 Grammar, with CD-ROM

上級

藤戸淑子編著,岩田洋子,菅沼祥子,明路節子,
吉田洋子著
日本語能力試験 1 級受験に必要な漢字・熟語の学
習に最適。同音意義語を含む多数の熟語の読みと
使用文例を豊富に集め，持ち運びに便利なサイズ
で試験直前の総仕上げにぴったりの一冊。
978-4-89358-381-9 B6 337頁

(1,980)円(絶版)
'97【発売 凡人社】

日本語能力試験公式問題集

小池正平著
日本語能力試験 N1 の文法を学ぶ CALL 教材（64 ビ
ット対応）。練習問題も充実。105 の文法項目を日
本語と英語で説明。一項目に 5 つ以上の例文。マ
ウスクリックで発音，英訳も表示。漢字・語句の
発音と説明。
978-4-903719-14-6 B5 100頁
(2,500)円
'12【発行 マーナビ教材開発】
マルチメディアで学ぶ

中上級(英)(日)

日本語能力試験 N2 漢字
CD-ROM 付（Windows 用）
Preparing for the Japanese-Language Proficiency
Test, N2 Kanji, with CD-ROM

国際交流基金,日本国際教育支援協会編著
2010 年以降の試験に出題された問題の中から，試
験 1 回分相当の量の問題が収載されている。聴解
の CD とスクリプト付き。また，試験の概要（「認
定の目安」「尺度得点について」「問題の構成と大
問のねらい」「よくある質問」など）も掲載されて
おり，受験者必須の一冊。
978-4-89358-817-3 N1 B5 106頁 CD1枚付き
(700)円
978-4-89358-818-0 N2 B5 104頁 CD1枚付き
(700)円
978-4-89358-819-7 N3 B5 98頁 CD1枚付き
(700)円
978-4-89358-820-3 N4 B5 98頁 CD1枚付き
(700)円
978-4-89358-821-0 N5 B5 94頁 CD1枚付き
(700)円
'12【発行 凡人社】

日本語能力試験 出題基準
【改訂版】
Japanese-Language Proficiency Test:
Test Content Specifications (Revised Edition)

国際交流基金,日本国際教育支援協会編著
日本語能力試験の出題基準は 1994 年に公開され
たが，その後の受験者層の増大と多様化，日本語
教育方法の進歩等が勘案され，「出題基準」の見直
しが行われ若干の改訂が加えられた。改訂された
個所は次のとおり。①「まえがき」②各級の漢字
表③各級の語彙表④文法（3・4 級）のリスト。
978-4-89358-611-7 B5 248頁

(絶版)
'02【発行 凡人社】

小池正平著
日本語能力試験 N2 の漢字を学ぶ CALL 教材（64 ビ
ット対応）。776 漢字の書き順をアニメーションで
学び，5,307 の語句の発音・意味をクリック一つ
で学習。練習問題も充実。漢字のサーチも簡単。
978-4-903719-11-5 B5 72頁
(1,800)円
'11【発行 マーナビ教材開発】
マルチメディアで学ぶ

中上級(英)(日)

日本語能力試験 N2 文法
CD-ROM 付（Windows 用）
Preparing for the Japanese-Language Proficiency
Test, N2 Grammar, with CD-ROM

小池正平著
日本語能力試験 N2 の文法を学ぶ CALL 教材（64 ビ
ット対応）。練習問題も充実。202 の文法項目を日
本語と英語で説明。一項目につき 5 つの例文。マ
ウスクリックで発音，英訳も表示。漢字・語句の
発音と説明。
978-4-903719-12-2 B5 172頁
(2,700)円
'12【発行 マーナビ教材開発】
マルチメディアで学ぶ

(英)(日)

日本語能力試験 N4 漢字
CD-ROM 付（Windows 用）
Preparing for the Japanese-Language Proficiency
Test, N4 Kanji, with CD-ROM

小池正平著
日本語能力試験 N4 の漢字を学ぶ CALL 教材（64 ビ
ット対応）。旧 3 級の漢字 165 に加え 445 の常用漢
字。1,154 の語句の発音・意味をクリック一つで
学習。練習問題も充実。漢字のサーチも簡単。
978-4-903719-15-3 B5 60頁
(2,000)円
'12【発行 マーナビ教材開発】
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日本語能力試験 1 級合格の
漢字・熟語 4740

マルチメディアで学ぶ

初中級(英)(日)

日本語能力試験 N5 漢字
CD-ROM 付（Windows 用）
Preparing for the Japanese-Language Proficiency
Test, N5 Kanji, with CD-ROM

978-4-89689-481-3 A5 248頁
(1,700)円
'11【発行 ユニコム】
実力アップ！日本語能力試験

中～中上級(日)

N2 聞く（聴解）

日本語能力試験対策

小池正平著

松本節子著

日本語能力試験 N5 の漢字を学ぶ CALL 教材（64 ビ
ット対応）。旧 4 級の漢字を含む 197 字を学ぶ。ア
ニメーションで書き方を学び，700 近い語句の発
音・意味をクリック一つで学習。練習問題も充実。
978-4-903719-13-9 B5 58頁
(1,900)円
'12【発行 マーナビ教材開発】

「覚えておきたい会話表現」「重要語」「関連語」
が，英語・中国語の翻訳付きでのっているので，
会話や単語の数がふえ会話力をつけながら，実用
的な日本語の力をつけることができる。
978-4-89689-475-2 A5 232頁 CD付き (2,200)円
'11【発行 ユニコム】

実力アップ！日本語能力試験

中～上級(日)

N1 聞く（聴解）
松本節子著
「覚えておきたい会話表現」「重要語」「関連語」
が，英語・中国語の翻訳付きでのっているので，
会話や単語の数がふえ会話力をつけながら，実用
的な日本語の力をつけることができる。会話体で
書かれているんで会話力が身につく。
978-4-89689-484-4 A5 256頁 ＣＤ付 (2,300)円
'12【発行 ユニコム】
実力アップ！日本語能力試験

中～上級(日)

N1 文のルール（文字・語彙・文のル
ール）
松本節子著
名詞の後にはどんな表現が続くか，普通形の後に
はどんな表現が続くか，動詞の後にはどんな表現
が続くかを説明してあるので，接続を簡単に覚え
ることができる。会話体が多く使われているため，
会話力がアップする。
978-4-89689-482-0 A5 272頁
(1,800)円
'11【発行 ユニコム】
実力アップ！日本語能力試験

松本節子著
全ての問題に「答えるための解説」「読むための解
説」がついているので，本文を正しく理解できる。
本文と関連する言葉とコラムがたくさんあるので
無理なく言葉の数がふやせる。
978-4-89689-474-5 A5 208頁
(2,000)円
'10【発行 ユニコム】
中～中上級(日)

N2 文のルール（文字・語彙・文のル
ール）
松本節子著
名詞の後にはどんな表現が続くか，普通形の後に
はどんな表現が続くか，動詞の後にはどんな表現
が続くかを説明してあるので，接続を簡単に覚え
ることができる。会話体が多く使われているため，
会話力がアップする。
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初中級(日)

N3 文のルール（文字・語彙・文の文
法）
松本節子著
初級を復習しながら，中級に進むための「文のル
ール」「中級表現」が覚えられる。例文，解答文に
は全部，英語と中国語の翻訳がついているので，
日本語に自信のない方でも大丈夫。説明がわかり
やすく，日本語の「文のルール」が一目でわかる
ようにまとめてある。
978-4-89689-469-1 A5 2色刷 285頁
(1,600)円
'10【発行 ユニコム】
実力アップ！日本語能力試験

初中級(日)

N3 聞く（聴解）
松本節子著
中級に進むための「中級の語彙」「中級の表現」を
聞きとる力がつく。英語と中国語の翻訳つきなの
で理解しやすく，会話表現，中級の語彙を増やす
事ができる。
978-4-89689-470-7 A5 2色刷 244頁 CD2枚付き
(2,200)円
'10【発行 ユニコム】

中～上級(日)

N1 読む（文章の文法・読解）

実力アップ！日本語能力試験

実力アップ！日本語能力試験

実力アップ！日本語能力試験

初中級(日)

N3 読む（文章の文法・読解）
松本節子著
中級に進むための「中級語彙」「中級表現」の力が
つく。問題の説明，関連語には，英語と中国語の
翻訳がついている。関連語がたくさんあるので，
語彙を増やすことができる。わかりやすく説明し
てあるので，簡単に理解することができる。
978-4-89689-471-4 A5 2色刷 239頁
(1,800)円
'10【発行 ユニコム】

実力アップ！日本語能力試験

初級(日)

N5 読む（文字・語彙・文法）
星野恵子,松本節子著

新日本語能力試験・高得点 Pass

日本語能力試験対策

わかりやすい例文と説明で，簡単に理解すること
ができる。豊富な練習問題で文法や大事な表現，
ことばを扱っている。会話でよくつかう表現も身
につく。
978-4-89689-472-1 A5 2色刷 205頁
(1,900)円
'10【発行 ユニコム】
上級(日)

超級表現＋使える名句
松本節子,佐久間良子,植木香著
日本語教育機関のコースデザインの中の表現，新
聞の表現，雑誌の表現の中から，よくつかわれる
ものを選び出しました。高度な日本語力を身につ
けることができます。
978-4-89689-466-0 A5 200頁
(2,300)円
'09【発行 ユニコム】
初中～上級(日)

ドリル＆ドリル 日本語能力試験
星野恵子,辻和子著
練習問題が数多く入っています。1 つの項目が違
う問題で 2 度も 3 度も出てきます。合格への近道
は，とにかく問題をたくさんやってみることです。
教師にも助かる丁寧な解説（ヒントや解き方）付。
978-4-89689-479-0 Ｎ1 文法 B6
本文112頁＋別冊解答62頁 (1,300)円
978-4-89689-480-6 Ｎ1 聴解・読解 B6
本文112頁＋別冊解答88頁 (2,600)円
978-4-89689-483-7 Ｎ1 文字・語彙 B6
本文86頁＋別冊解答96頁 (1,300)円
978-4-89689-476-9 Ｎ2 文法 B6
本文104頁＋別冊解答66頁 (1,200)円
978-4-89689-477-6 N2 聴解・読解 B6
本文158頁＋別冊解答98頁 (2,600)円
978-4-89689-478-3 Ｎ2 文字・語彙 B6
本文104頁＋別冊解答74頁 (1,300)円
978-4-89689-486-8 Ｎ3 文法 B6
本文96頁＋別冊解答96頁 (1,400)円
978-4-89689-487-5 Ｎ3 文字・語彙 B6
本文104頁＋別冊解答72頁 (1,400)円
'10～13【発行 ユニコム】
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日本留学試験対策
中～上級
日本留学試験対策

新日本語分野別重要単語 1500

中上～上級(英)(韓)(中)(日)(ベ)

KIT 教材開発グループ著
上級レベルの日本語運用力の基礎となる語彙力を
身につける単語集。使用頻度の高い語彙を 5 つの
分野に分類，整理。例文，練習問題で効率よく学
習ができる。キャンパス用語も 100 語カバーで，
日本留学試験対策にも最適。
978-4-87217-485-4 B6 264頁
(1,500)円
'03【発行 アスク出版】
日本留学試験対策問題集

中～上級

ハイレベル聴解・聴読解
アカデミー・オブ・ランゲージ・アーツ著
日本留学試験で高得点をとるための聴解と聴読解
対策問題集。日本語教師が厳選した，試験に出る
38 問を場面別に学習。重要表現や文法を例文を用
いてわかりやすく解説。必修単語約 600 語を収録。
音声 CD 付き。
978-4-87217-421-2 B5 96頁
CD付き（切り取り線付解答2頁） (1,550)円
'02【発行 アスク出版】
日本留学試験対策問題集

上級(日)

ハイレベル読解 100
アカデミー・オブ・ランゲージ・アーツ著
日本留学試験の「読解」で，より効率的に高得点
を狙うための問題集。さまざまな文章を集めた
100 題の練習問題で，解答力がしっかり身につく。
読解力はあるのに高い点が取れない，時間が足り
ないという人におすすめ。
978-4-87217-778-7 B5 152頁+［別冊解答］44頁
(1,500)円
'11【発行 アスク出版】

日本留学試験対策問題集

ハイレベル数学 コース２
奥山駆著
数学Ⅱ・数学 B・数学Ⅲの内容を掲載。教科書の
順番にとらわれずに数学的に関係の深いものを順
に学習できるように配置されているので，効率的
に習得できる。日本語の丁寧な解説により，解法
の基本パターンがしっかり身につく。重要用語に
は英・中・韓・越誤訳付き。
978-4-86639-071-0 B5
132頁＋[別冊解答解説］70頁 (2,200)円
'17【発行 アスク出版】

中上～上級(英)(韓)(中)(日)(ベ)
日本留学試験対策問題集

ハイレベル理科［改訂版］
（物理・化学・生物）
田辺律子,樋口仁巳著
新シラバスに完全対応。新しく追加された項目を
ふくめ，重要事項の確認と問題演習で着実に力を
つけることができる。別冊解答解説で解き方や解
答のポイントを丁寧に説明。用語リスト（英・中・
韓・越語訳付き）はダウンロード対応。
978-4-86639-072-7 B5
268頁＋[別冊解答解説］148頁 (2,400)円
'17【発行 アスク出版】

中上～上級(英)(韓)(中)(日)(ベ)
日本留学試験対策問題集

ハイレベル総合科目［改訂版］
伊佐治康成著
中上～上級(英)(韓)(中)(日)(ベ)
日本留学試験対策問題集

ハイレベル数学 コース 1
田辺律子著
数学Ⅰ・数学 A の内容を掲載。分野別に，要点の
まとめと基本問題，そして本試験レベルの実戦問
題を掲載。本試験対策はもちろん，基礎のチェッ
クからしっかり準備ができる。日本語の丁寧な解
説により，解法の基本パターンがしっかり身につ
く。重要用語には英・中・韓・越誤訳付き。
978-4-86639-070-3 B5
104頁＋[別冊解答解説］80頁 (1,600)円
'17【発行 アスク出版】
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シラバス改訂で新しく追加された項目のほか，統
計資料などのデータや内容を刷新。出題範囲を網
羅した参考書には重要用語が隠せる赤シート付き。
別冊には章別の練習問題（過去問題）と模擬試験
１回分を収録。重要用語リスト（英・中・韓・越
語訳付き）はダウンロード対応。
978-4-86639-069-7 B5
276頁＋[別冊練習問題］104頁 赤シート付き
(2,200)円
'17【発行 アスク出版】

中～上級

978-4-7574-1989-6 B5 231頁

日本留学試験速攻トレーニングシリーズ

日本留学試験
速攻トレーニング 読解編

(1,800)円
'11【発行 アルク】

中～上級(英)(韓)(中)(ベ)
日本留学試験速攻トレーニングシリーズ

インターカルト日本語学校著

978-4-7574-1990-2 B5 175頁

(1,800)円
'11【発行 アルク】
中～上級

日本留学試験速攻トレーニング
数学コース 1 編
宇留野聡美著
出題傾向を分析し試験に出やすい問題 146 問を，
丁寧な解説とともに掲載した問題集です。基礎編
と実践編の二部構成で，基礎編では例題を解きな
がら基礎力の定着を，実践編では本番形式の問題
に慣れることを目指します。
978-4-7574-2253-7 B5 232頁
(2,200)円
'13【発行 アルク】

日本留学試験速攻トレーニングシリーズ
日本留学試験対策速効シリーズ
日本留学試験対策

日本留学試験
速攻トレーニング 聴解編

初級(日)

速効 数学コースⅠ
インターカルト日本語学校著
本書には問題が 80 問収録されており，詳しい解説
も付いていますので，正解までのアプローチもス
ムーズです。CD2 枚には，実際の試験と同じ形式
の問題が収録されており，本番さながらの雰囲気
を味わいながら，本番でも通用する実践力を養う
ことができます。
978-4-7577-1984-2 B5 196頁 CD2枚付き
(2,200)円
'11【発行 アルク】
中～上級

ウイングネット編
例年の出題傾向を徹底分析し，受験界のプロの視
点から三段階に分けて，効率よく受験対策ができ
るように編集。重要例題 30 と重要公式 30 で基礎
知識を無理なく身に付け，試験本番に近い演習問
題で実戦練習できる。
978-4-89358-823-4 B5 144頁 分冊
(1,800)円
'12【発行 ウイングネット】
【発売 凡人社】
日本留学試験対策速効シリーズ
日本留学試験対策

中級(日)

日本留学試験速攻トレーニングシリーズ

速効 数学コースⅡ
日本留学試験
速攻トレーニング 聴読解編

ウイングネット編

イーストウエスト日本語学校著
本書にはポイントを絞った問題が 80 問収録して
あります。問題タイプを「実用」
・
「相談」
・
「発表」
・
「講義」に分け，頻出の「発表」・「講義」を重点
的に増やしました。付属の CD2 枚に収録された，
本番と同じ形式の問題を解いていくことで，学習
効率をさらに高めます。
978-4-7574-1988-9 B5 190頁 別冊27頁
CD2枚付き (2,200)円
'11【発行 アルク】

多くの受験者のご要望に応えられる日本留学試験
理系数学の完全対策。重要例題 40 と重要公式 60
を初級者でも分かりやすく解説，豊富な問題演習
で試験本番の得点につながる。
978-4-89358-850-0 B5 280頁 分冊
(2,400)円
'13【発行 ウイングネット】
【発売 凡人社】

初級(日)
日本留学試験対策速効シリーズ
日本留学試験対策

中～上級
日本留学試験速攻トレーニングシリーズ

速効 総合科目（第 2 版）
ウイングネット編

日本留学試験
速攻トレーニング 記述編
イーストウエスト日本語学校著
本書には新傾向準拠・ポイントを絞った問題がた
っぷり 50 問収録してあり，短期間で効率的に得点
アップをすることができます。基礎編でしっかり
とした知識を蓄え，さまざまなテーマを収録した
実践編と解説でで試験対策を図ります。改定試験
対応。

受験界のプロが「日本留学試験」の出題傾向を徹
底的に分析し，出題頻度の高い用語を重点的にわ
かりやすく解説。日本語学校の先生方の要望を最
大限に盛り込んだ「総合科目」対策の決定版。日
本語学習が初期段階の外国人学生でも短時間で効
率的に学習できる。重要用語については，中国語・
韓国語・英語訳の付いたチェックリストが凡人社
ウェブサイトからダウンロードできる。
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日本留学試験対策

実践編では計 80 問（短文単問・短文複問・長文）
の練習問題が収録されています。難易度も明確に
示していますので，レベルにあった学習が可能で
す。また，詳しい解説も掲載しているので知識の
取りこぼしもありません。改定試験に対応済みで
す。

978-4-89358-917-0 B5 164頁
(1,800)円
'16【発行 ウイングネット】
【発売 凡人社】

チャレンジシリーズ

中～上級(日)

チャレンジ総合科目 [改訂版]
日本留学試験対応

日本留学試験問題研究会編,斎藤忠著
初～中級(英)(韓)(中)(日)

完璧 数学（コース 1）
日本留学試験対策

日本留学試験対応/中国語・韓国語・英語で
ポイント解説！

郇凌昊,中山貴士著
「日本留学試験」の数学文系に完全対応。是非と
も身につけて欲しい，重要なポイントについては，
中国語・韓国語・英語の 3 か国語で解説した，日
本初の画期的な問題集。
978-4-336-04513-3 B5 256頁
(1,800)円
'03【発行 国書刊行会】

「日本留学試験」に対応したテキスト。発表され
たシラバス（世界と日本の事情）についてコンパ
クトに解説。章末に復習問題，巻末にまとめの問
題を付す。
978-4-336-04422-8 B5 226頁
(1,900)円
'05【発行 国書刊行会】
チャレンジシリーズ

中～上級(日)

チャレンジ日本語〈聴解〉
日本留学試験対応

日本留学試験問題研究会著
チャレンジシリーズ

上級(日)

チャレンジ理科〈物理〉
［改訂版］
日本留学試験対応

小宮全著
日本留学試験「理科・物理」に対応した問題集。
出題範囲をわかりやすくまとめ，巻末に予想問題
を収録。改訂版では問題数がアップ。
978-4-336-05418-0 約170頁
(1,900)円
'11【発行 国書刊行会】

「日本留学試験」の「日本語・聴解」の対策問題
集。聴解のポイントを解説すると共に，様々な形
式の問題を収録。実際の試験の形式に沿った模試
も。CD 別売り。
978-4-336-04550-8 B5 140頁
(1,800)円
978-4-336-04551-5 CD 2枚組
(3,400)円
'04【発行 国書刊行会】
チャレンジシリーズ

中～上級(日)

チャレンジ日本語〈聴読解〉
日本留学試験対応
チャレンジシリーズ

上級(日)

日本留学試験問題研究会編

チャレンジ理科〈化学〉
日本留学試験対応

木谷朝子著
日本留学試験の「理科・化学」の対策問題集。シ
ラバスに沿って出題範囲を分かりやすくまとめ，
巻末に予想問題を収録。
978-4-336-04689-5 B5 120頁
(1,600)円
'07【発行 国書刊行会】

「日本留学試験」に対応した問題集。「聴読解」は
文字情報を見ながら音声を聞いて設問に答えると
いう新しい出題形式だが，その実際の試験の形式
に沿った問題各 20 問，5 回分収録。
978-4-336-04420-4 B5 182頁
(1,600)円
978-4-336-04421-1 CD 2枚 74分
(3,400)円
'02【発行 国書刊行会】
チャレンジシリーズ

チャレンジシリーズ

チャレンジ数学(コース 1)
[改訂版]
日本留学試験対応

小宮全,山田哲也著
「日本留学試験」数学文系に対応した問題集。発
表されたシラバスについて，基本的な考え方や公
式を示し，すぐ後の練習問題でそれを実際に使い，
確認する。章末にまとめの問題，巻末に総合問題
を付す。
978-4-336-04802-8 B5 128頁
(1,500)円
'07【発行 国書刊行会】
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中～上級(日)

中～上級(日)

チャレンジ日本語〈読解〉
日本留学試験対応

友松悦子,宮本淳,和栗雅子著
「日本留学試験」の｢日本語・読解｣の対策問題集。
「基本編」「問題編」「チャレンジ編」の三段階構
成でエッセー，新聞記事，論説文など，様々な文
章を読み解く力を付けることを目指す。
978-4-336-04512-6 B5 166頁
(1,800)円
'03【発行 国書刊行会】

上級(日)

日本留学試験対応 総合科目問題集
[改訂版]

聴くトレーニング<聴解･聴読解>
応用編
日本留学試験対応

14 日間の必勝プログラム

澁川晶,島田めぐみ,伊能裕晃著
原亮著

978-4-336-04798-4 B5 256頁
(1,900)円
'06【発行 国書刊行会】
アカデミック・ジャパニーズ重点攻略

978-4-88319-518-3 B5 185頁 別冊33頁
CD2枚付き (2,400)円
'10【発行 スリーエーネットワーク】

中～上級

初中～中級(英)(韓)(中)(ベ)

新・日本留学試験実戦問題集
The New Complete Guide to Examination for
Japanese University Admission

新訂版 読むトレーニング 基礎編
日本留学試験対応

和栗雅子,三上京子,山形美保子,青木俊憲著
佐々木瑞枝シリーズ監修
出題傾向を徹底的に分析，問題をパターン別に分
類して，実際の形式に即した練習問題を数多く用
意した。レベルはやや高めに設定。試験対策だけ
でなく，大学入学後も通用するような日本語力を
身につけられる。
978-4-7890-1449-6 読解 B5 144頁
(1,800)円(品切れ)
978-4-7890-1450-2 記述 B5 144頁
(1,800)円(品切れ)
978-4-7890-1451-9 聴解・聴読解 B5 160頁
CD2枚付き (2,400)円(品切れ)
'11【発行 ジャパンタイムズ】

初級修了レベルの学習者を対象に，論理的な文章
を読む練習を通して，中級レベルで必要な読解力
の養成を目指す。読解文と問題は日本留学試験「日
本語 読解」と同じ形式で試験対策としても使用で
きる。英語・中国語・韓国語・ベトナム語訳付き。
話題の古くなったものを中心に，2017 年に読み物
の 3 分の 1 を刷新。
978-4-88319-758-3 B5 137頁 別冊15頁
(1,200)円
'17【発行 スリーエーネットワーク】

中～上級(英)(韓)(中)(ベ)
初中～中級(英)(韓)(中)

新訂版 読むトレーニング 応用編
聴くトレーニング<聴解･聴読解>
基礎編
日本留学試験対応

澁川晶,宮本典以子,坂野加代子著
試験対策だけではなく，しっかり「聞く」「聞きな
がら読む」力をつけるための練習が初級修了段階
からできる教材。基本的な音の聞き分け練習から，
日本留学試験の聴解・聴読解問題と同じ形式の実
践練習までを取り入れた。
978-4-88319-371-4 B5 210頁 別冊23頁
CD2枚付き (2,200)円
'06【発行 スリーエーネットワーク】

日本留学試験対応

三上京子,山形美保子,青木俊憲,和栗雅子著
『基礎編』に続く中・上級学習者向けの読解問題
集。7 つのストラテジーを使って，効率的に文章
を読む練習ができる。生の文章を多く扱っており，
試験対策だけでなく幅広い学習者が使える。英
語・中国語・韓国語・ベトナム語訳付き。
話題の古くなったものを中心に，2017 年に読み物
の 4 分の 1 を刷新。
978-4-88319-747-7 B5 147頁 別冊18頁
(1,400)円
'17【発行 スリーエーネットワーク】

中～上級(英)(韓)(中)
(英)

日本留学試験 試験問題
Examination for Japanese University Admission
for international Students

日本学生支援機構編
日本学生支援機構が年 2 回実施している「日本留
学試験」の，試験問題と正解を掲載。聴解・聴読
解音声付き。巻末には参考資料として，試験の実
施要項や出題範囲をまとめたシラバスを掲載して
いる。
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日本留学試験対策

様々な形式の問題を解くことを目的とした「日本
留学試験」の「総合科目」対策問題集。重要ポイ
ントが一目でわかる解説とあわせ，各項目ごとに
問題を多数収録。

『基礎編』に続く中・上級学習者向けの聴解・聴
読解問題集。『基礎編』同様基本的な音の聞き分け
練習から，日本留学試験の聴解・聴読解問題と同
じ形式の実践練習まで。

日本留学試験対策

978-4-89358-805-0 平成23年度（第1回） B5
356頁 CD1枚付き (1,800)円(品切れ)
978-4-89358-814-2 平成23年度（第2回） B5
334頁 CD1枚付き (1,800)円(品切れ)
978-4-89358-836-4 平成24年度（第1回） B5
344頁 CD1枚付き (1,800)円(品切れ)
978-4-89358-852-4 平成24年度（第2回） B5
344頁 CD1枚付き (1,800)円(品切れ)
978-4-89358-863-0 平成25年度（第1回） B5
354頁 CD1枚付き (1,800)円(品切れ)
978-4-89358-864-7 平成25年度（第2回） B5
346頁 CD1枚付き (1,800)円(品切れ)
978-4-89358-865-4 平成26年度（第1回） B5
354頁 CD1枚付き (1,800)円(品切れ)
978-4-89358-866-1 平成26年度（第2回） B5
352頁 CD1枚付き (1,800)円(品切れ)
978-4-89358-897-5 平成27年度（第1回） B5
352頁 CD1枚付き (1,800)円(品切れ)
978-4-89358-898-2 平成27年度（第2回） B5
354頁 CD1枚付き (1,800)円(品切れ)
978-4-89358-899-9 平成28年度（第1回） B5
354頁 CD1枚付き (1,800)円
978-4-89358-900-2 平成28年度（第2回） B5
360頁 CD1枚付き (1,800)円
978-4-89358-930-9 平成29年度（第1回） B5
360頁 CD1枚付き (1,800)円
'13～【発行 凡人社】
初～中級

日本留学試験対策
記述問題テーマ 100［改訂版］
［基礎編］
～論理的な文章に慣れよう～

松岡龍美,目黒真実,青山豊著
初級後半～中級前半の学習者を対象に，論理的な
文章を 400～500 字で書くことを目指す。重要な
10 のジャンル・100 のテーマについて，合計 200
以上の作文例を掲載。（本書は，2002 年発行の『記
述問題テーマ 100』に，2010 年 6 月に改訂された
採点基準についての解説を加えたもの）
978-4-89358-749-7 B5 128頁
(1,200)円
'10【発行 凡人社】
中～上級

132

日本留学試験対策
記述問題テーマ 100［完成編］
～記述問題から小論文・志望理由まで～

松岡龍美著
2010 年 6 月に改定された，日本留学試験「日本語
科目」に対応できるよう，本書第 1 部では，論理
性の高い文章を 500 字・5 段落以上で書くことを
目指す。第 2 部では，大学入試過去問題を使って
小論文の書き方を，第 3 部では，志望理由の書き
方を学ぶ。中級後半以上の学習者対象。
978-4-89358-750-3 B5 132頁 別冊16頁
(1,400)円
'10【発行 凡人社】
中～上級

日本留学試験対策
タイプ別攻略問題集
<日本語科目編>模擬試験付き
インターカルト日本語学校編著
PartⅠでは日本語科目の「記述」「聴解・聴読解」
「読解」の各ジャンルについて解法のポイントを
解説したうえで出題傾向を分析・タイプ分けし,
練習問題と解説を設ける。PartⅡには実戦形式の
模擬テストを収載。聴解・聴読解 CD も付属。
978-4-89358-523-3 B5 136頁 CD付き
(1,700)円(品切れ)
'02【発行 凡人社】

大学入試対策
大学入試対策

外国人留学生のための面接試験
A to Z
文化外国語専門学校編
(900028) B5 91頁

(絶版)
'94【発売 凡人社】
上級

新・外国人留学生のための面接
合格するための本

目黒真実著
外国人留学生の面接の場面で，志望学部・学科に
関連するテーマについて質問されるけケースが増
えている。本書では，その傾向に対応するため，
社会問題やクローン技術，環境にやさしい自動車
の開発などそれぞれの学部に関連したテーマを分
野別に取り上げ，より使いやすくなった。面接試
験に自信がつく一冊。
978-4-89358-640-7 A5 190頁

(1,200)円
'07【発行 凡人社】
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学校情報
学校情報

私費外国人留学生のための
大学入学案内 2017 年度版
アジア学生文化協会編集
全国の国公私立大学・短期大学の入学試験に関す
る情報，大学の学部・学科インデックス，日本留
学試験利用校一覧など，豊富なデータが掲載され
ている。日本の大学の受験を考えている外国人は
必読。
978-4-89358-911-8 B5
(2,300)円
'16【発行 アジア学生文化協会】
【発売 凡人社】
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日本語学習関連副読本
(日)

日本人でも知らない！？

初～中級(英)

日本語の基礎ルール(新装版)
高橋陽子著

日本語学校の留学生との会話を通して，日本語や
日本人の考え方について，改めて発見したことを
楽しいコミックエッセーに仕上げた 1 冊。リアル
な留学生の意見から，日本語の特徴や日本社会の
面白さが見えてきます。
978-4-7574-1915-5 A5 143頁
(952)円
'10【発行 アルク】

Basic Connections

庄司香久子著
解らないところがよく解る日本語のルールブック。
初級・中級の学習者に最適。日本語・ローマ字・
英訳を併記しているので英語を学びたい日本人に
もおすすめの 1 冊。 ※日本円の価格はご購入時
のレートによって変動します。
978-1-56836-421-6 B6 154頁 $17.00
'02【発行 講談社 USA】

中～上級(英)

辞書では解らない慣用表現(新装版)

日本語の秘訣(新装版)

Japanese Core Words and Phrases

Making Sense of Japanese

初～中級(英)

庄司香久子著

ジェイ・ルービン著

学習者がつまずきやすい「こ・そ・あ・ど」表現
や,「せめて/せいぜい」など,ニュアンスのつかみ
にくい副詞ほか,微妙な慣用表現を徹底解説。日本
語能力試験 2 級・3 級によく出る項目をカバー。
※日本円の価格はご購入時のレートによって変動
します。
978-1-56836-488-9 B6 144頁 $16.00
'01【発行 講談社 USA】

日本語教育，日本文学の翻訳に長年携わってきた
著者が，日本語を学ぶ外国人がどこでつまずくの
か，どのように説明すれば納得するのかなどの点
を踏まえ，日本語習得の秘訣をわかりやすく，具
体的に解説する。 ※日本円の価格はご購入時の
レートによって変動します。
978-1-56836-492-6 B6 144頁 $16.00
'02【発行 講談社 USA】

中級(英)(日)

日本語で読もう エッセイ編
Read Real Japanese Essays : Contemporary Writings
by Popular Authors

初～中級(英)

日本語をペラペラ話すための
13 の秘訣
13 Secrets for Speaking Fluent Japanese

ジャネット・アシュビー編,松永玲子朗読
ジャイルズ・マリー著
注目の現代作家によるエッセイを収録。単語リス
ト・注釈はもちろん，ふりがな・語彙解説付でよ
り学習しやすくなった，日本語学習者用リーダー
テキスト。 ※日本円の価格はご購入時のレート
によって変動します。
978-1-56836-414-8 A5変 240頁 CD付き $24.00
'08【発行 講談社 USA】

実用的な日本語の会話術，記憶法，思考力が楽し
く身につく工夫に富んだ新しい日本語学習書。オ
リジナルのバイリンガル漫画やなぞなぞ，しりと
り，早口ことば等，遊び感覚で日本語を学べる。
※日本円の価格はご購入時のレートによって変動
します。
978-1-56836-426-1 四六 192頁 $17.00
'99【発行 講談社 USA】

中級(英)(日)

日本語で読もう フィクション編
Read Real Japanese Fiction : Short Stories by
Contemporary Writers

中～上級(英)

日本語を読むための七つの物語
Breaking into Japanese Literature

マイケル・エメリック編,松永玲子朗読
ジャイルズ・マリー著
注目の現代作家による短編を収録。単語リスト・
注釈はもちろん，ふりがな・語彙解説付でより学
習しやすくなった，日本語学習者用リーダーテキ
スト。 ※日本円の価格はご購入時のレートによ
って変動します。
978-1-56836-529-9 A5変 256頁 CD付き $24.00
'08【発行 講談社 USA】

中・上級レベルの日本語学習者に最適。夏目漱石，
芥川龍之介の作品に日本語・英語・単語のリスト
がつく。辞書を引かずに日本語をすらすら読みた
い人，日本の代表的な現代文学に興味のある人に
おすすめ。音源が無料でダウンロードできます。
※日本円の価格はご購入時のレートによって変動
します。
978-1-56836-415-5 四六変 260頁 19.95
'03【発行 講談社 USA】
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日本語学習関連副読本

外国人の大疑問

Nihongo Notes

初級(英)(日)

日本語ノート

水谷修,水谷信子著

日本語学習関連副読本

外国人から見た日本語の不思議を分かりやすく解
説したロングセラー『NIHONGO NOTES』（全 5 巻）
を再編集し，全 2 巻（各 50 編）にまとめた。英日
対訳付きで学習者にも読みやすい。日本語・日本
文化に興味のある全ての人にお勧め。
978-4-7890-1424-3 Vol. 1 A5変 208頁
(1,500)円
978-4-7890-1425-0 Vol. 2 A5変 208頁
(1,500)円
'11【発行 ジャパンタイムズ】
中上級(英)(日)

日本語を読むための三つの物語
三島・谷崎・川端
Exploring Japanese Literature Read Mishima,
Tanizaki and Kawabata in the Original

ジャイルズ・マリー著
日本を代表する作家「三島由紀夫」「谷崎潤一郎」
「川端康成」の短編小説を題材にした，日本語学
習者の初級者から使える副読本です。 ※日本円
の価格はご購入時のレートによって変動します。
978-1-56836-541-1 四六変 352頁 $24.95
'07【発行 講談社 USA】
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中上級(英)(韓)(中)(日)

Getting Closer to Japan

すぐに話せる日本語-日本で暮らす
森田六朗著

「世間」「けじめ」「しつけ」「義理」「空気を読
む」など，日本人の感性が色濃く表れた言葉の説
明を通して，日本文化を学ぶ一冊。中級以上の漢
字にはルビ付き。英語・中国語・韓国語の単語訳
付き。
978-4-87217-786-2 A5 192頁
(1,600)円
'11【発行 アスク】
【発売 アスク出版】
Getting Closer to Japan

Japanese Culture
→p.27

→p.27
'02【発行 アスク出版】

日本語で歌おう！

初～中級(英)(日)

吉田千寿子著
歌いながら，日本語の文型・表現を効果的に覚え
ることができるオリジナル歌教材。日本語独特の
アクセントやイントネーションも自然に身につく。
オリジナル曲 16 曲，みんなが好きな日本の歌 15
曲（音源提供：東芝 EMI）。
978-4-87217-600-1 A5 112頁 CD2枚付き
(2,400)円
'06【発行 アスク出版】

'01【発行 アスク出版】
中級
Getting Closer to Japan

Japanese Industry
→p.27

マンガで学ぶ日本語表現と日本文化
多辺田家が行く!!

'01【発行 アスク出版】

Using Manga to Understand Japanese Expressions
and Culture, with the Tabeta Family!

'01【発行 アスク出版】

多辺田家にホーム・ステイしたビーフ・ジャーキ
ー（人名）を主人公にしたマンガをもとに，日本
語と日本文化を学習。言葉や表現を理解し，問題
を解いていくことで，楽しみながら学習を進めら
れます。学習項目，語・表現・文化の一覧を参考
にしながら，学ぶ季節に合ったところから始める
ことができます。

Getting Closer to Japan

創作集団にほんご企画・編集,武田聡子監修

Living in Japan
→p.27

Getting Closer to Japan

Working in Japan

978-4-7574-1630-7 B5 200頁 別冊20頁

→p.27
(2,000)円
'09【発行 アルク】

'01【発行 アスク出版】
Getting Closer to Japan

すぐに話せる日本語-日本人と働く

日本総論Ⅰ

初級(英)(韓)(繁)(簡)

日常生活と日本の輪郭
→p.27
'02【発行 アスク出版】
Getting Closer to Japan

すぐに話せる日本語-日本人を知る
→p.27
'02【発行 アスク出版】

篠崎大司著
これから日本での生活を始める留学生に日本に対
する理解を深め有意義な留学生活を送って頂ける
よう作成いたしました。日本語学習の現場で考え,
より理解しやすいように工夫しました。
978-4-88770-100-7 繁体字版（第2版） B5 86頁
別冊13頁 (1,500)円
978-4-88770-101-4 簡体字版（第2版） B5 86頁
別冊13頁 (1,500)円
978-4-88770-102-1 韓国語版（第2版） B5 86頁
別冊13頁 (1,500)円
978-4-88770-022-2 英語版（第3版） B5 86頁
別冊13頁 (1,000)円
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日本人の心がわかる日本語

978-4-88770-023-9
教師用指導書（第2版）

(韓)
授業用CD付属 B5 76頁
(1,000)円
'05【発行 クリエイツ】

写真を見て一番やさしく読む
日本文化（改訂版）
사진으로 보고 가장 쉽게 읽는 일본문화

(英)(日)
日本事情

〔改訂第 3 版〕 東京日英併記シテ
ィ・アトラス
Tokyo City Atlas: A Bilingual Guide [3rd Edition]

梅田厚監修,講談社インターナショナル編
全ての地名,駅名，施設名，会社名などを，日英（ロ
ーマ字）併記した，東京地図帖。六本木，丸の内，
品川，汐留等 18 の拡大図には，地下鉄駅の出口番
号も表記。街区番号付き。ABC 順の索引付き。 ※
日本円の価格はご購入時のレートによって変動し
ます。
978-1-56836-445-2 A5変 124頁 $24.00
'04【発行 講談社 USA】
[改訂第 3 版]

(英)(日)

(개정판)

キム・スクザ,ほか著
日本の社会と文化に関する総合解説書。日本の多
様な文化を偏らない目線で客観的に紹介している。
写真資料と分かりやすい説明で，韓国の大学講義
用教材としても愛用されている。
978-89-402-4134-9 四六倍 368頁
(3,000)円
'16【発行 時事日本語社】

中級(英)

クローズアップ日本事情 15
日本語で学ぶ社会と文化
JAPAN UP CLOSE

佐々木瑞枝著

日本 日英併記アトラス
Japan Atlas: A Bilingual Guide [3rd Edition]

梅田厚監修
日英併記の定評のある，ハンディな唯一の日本地
図帳。地名，駅名，施設名など，すべて日本語と
英語で併記されているので，外国人と日本人が一
緒に参照するのにも便利。 ※日本円の価格はご
購入時のレートによって変動します。
978-1-56836-480-3 A5変 120頁 $24.00
'10【発行 講談社 USA】
[改訂第 3 版]

(英)(日)

日本 日英併記マップ

978-4-7890-1653-7 B5 208頁
(2,500)円
【発行 ジャパンタイムズ】
中～上級(英)(韓)(中)

日本を話そう[第 3 版]

Japan Bilingual Map [3rd Edition]

梅田厚監修
地図の表側には日本全体を把握することのできる
日本全図を，裏面には東京，横浜などの首都圏地
図，および大阪，名古屋，京都，奈良，神戸など
の関西圏地図を収録。8 頁の Index 付き。 ※日
本円の価格はご購入時のレートによって変動しま
す。
978-1-56836-507-7 B5変 ケース入 $14.95
'10【発行 講談社 USA】

Finding JAPAN

(英)

アメリカ人が見た日本の姿を英語で読む。

ロバート・リード著
日本在住 25 年のアメリカ人が，日本の伝統文化・
歴史・生活スタイルを英語で紹介。外国人が日本
を知る入門書として最適。日本紹介の英語表現集
としても役立つ。カラー16 ページを含め，ユニー
クな写真を多数掲載。
978-4-901429-26-9 新書 190頁
(1,200)円
978-4-901429-32-0 B6 CD3枚組
(1,800)円
'05～06【発行 Ｊリサーチ出版】
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日本での暮らしやポップカルチャーなど学習者に
身近な話題から，歴史・経済・政治をはじめとす
る社会的な基礎知識までを，15 のユニットに分類。
読み物，資料，会話文を，「過去と現在」「都市と
地方」「日本と海外」など，さまざまな角度で比較
しながら読み解く。クラスでディスカッションを
したり，調べて発表したり豊富なタスクで，より
深く，より広く，より楽しく日本を知ることがで
きる。

15 のテーマで学ぶ日本事情
Aspects of Japanese Society

日鉄ヒューマンデベロプメント,
日本外国語専門学校著
日鉄技術情報センター著『日本－その姿と心』『日
本を語る』をもとに作られた外国人向け中・上級
レベルの日本事情テキスト。日本の生活習慣，伝
統文化，社会，政治，経済等の基礎情報を豊富な
資料で学ぶ。別冊単語リストには英・中・韓訳有。
978-4-7890-1063-4 B5 200頁 別冊付録48頁
(2,100)円(品切れ)
978-4-7890-1064-1 CD 2枚
(5,000)円
'01【発行 ジャパンタイムズ】

初級

新訂版 話そう考えよう
初級日本事情

世界がわかるデータブック

「日本事情」プロジェクト著

世界国勢図会

2017/18

公益財団法人 矢野恒太記念会編
国勢図会の国際統計版。先進国から新興国まで，
最新のデータを使った多くの表とグラフで各国の
経済・社会を映し出したデータブック。世界の国々
が，産業，人口，社会環境など様々なテーマで比
較できる。（毎年 9 月最新版発売）
978-4-87549-451-5 A5 480頁
(2,685)円
'16【発行 矢野恒太記念会】

中～上級(イ)

Mengerti Bahasa Dan Budaya Jepang
日本語と日本文化の理解

猪鼻孝之,エディザル共著
日本文化一般についてやさしく理解できるように，
いろいろの記事を扱っている。日本語原文にイン
ドネシア語訳が併記されているから,和文をイン
ドネシア語に翻訳する練習にも役立つ。
A5 147頁
(476)円
'02【発行 日本語インスティチュート】
(英)

データでみる県勢

2017

公益財団法人矢野恒太記念会編
国勢図会の地域統計版。最新の統計で，日本各地
域の社会・経済を描き出したデータブック。47 都
道府県を，地図，人口ピラミッド，レーダーチャ
ート，特産物などで紹介。市町村の主要なデータ
も収録。（毎年 12 月最新版発売）
978-4-87549-342-6 A5 512頁
(2,685)円
'16【発行 矢野恒太記念会】

歌って上達！！ 日本語会話！！
LEARNING LANGUAGE THROUGH LYRICS

M.J.アイナン,金子栄美,片岡パトリシア著
シンプルで学びやすく，歌う人も聞く人も楽しめ
る歌，過去に大ヒットし今日の日常生活にも多大
な影響を与えている日本のスタンダードポップス
を使って，楽しみながら日本語会話が学習できる。
978-4-89358-529-5 VOLUME1 A5 136頁
(1,300)円(品切れ)
978-4-89358-584-4 VOLUME2 A5 154頁 (1,300)円
'02～05【発行 凡人社】

日本がわかるデータブック

日本国勢図会

2017/18

公益財団法人 矢野恒太記念会編
正確な最新データを使った統計表とグラフで，日
本の社会・経済を詳しく説明した，伝統と信頼の
データブック。資料作成，学習，受験，講演に最
適。主要長期統計，府県別統計も掲載。今年で創
刊 89 年。（毎年 6 月最新版発売）
978-4-87549-148-4 A5 528ページ
(2,685)円
'16【発行 矢野恒太記念会】

日本の地理と社会
日本事情テキスト

豊田豊子著
『日本の地理』(日本語教育学会編)に最新のデー
タを盛り込んだ改訂版。日本語の背景として，日
本の地理的な条件から，そこでの産業，人々の生
活の様子など，概括的に日本社会のアウトライン
を紹介。本文の内容理解を助ける練習帳(62 頁)付
き。
978-4-89358-363-5 B5 60頁

(絶版)
'96【発売 凡人社】
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日本事情

初級から日本語の学習進度に合わせて日本事情を
学ぶテキスト。「生活」，「地理」「社会」の３部構
成で，日常生活に必要な事柄から社会的な問題ま
でをタスクを交えながら身につけていく。
978-4-88319-487-2 B5 72頁
(1,000)円
'09【発行 スリーエーネットワーク】

表とグラフでみる

日本のすがた 2017
日本をもっと知るための社会科資料
日本事情

公益財団法人矢野恒太記念会編
日本国勢図会のジュニア版。日本の経済や産業，
社会の動きを最新データと多数のグラフで，わか
りやすく解説したジュニア向け社会科資料集。コ
ンパクトでやさしいデータブックとして大人にも
好評。（毎年 3 月最新版発売）
978-4-87549-241-2 A5 224頁
(1,000)円
'16【発行 矢野恒太記念会】
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定期刊行物
教室からとびだそう！

中上級(日)
日本語学習用辞典

中上級のにほんご（月刊）
創作集団にほんご編著
初級を修了した学習者が，読む力，理解する力，
日本を知る力を養うための素材集。最新のニュー
ス，マンガ，クイズ，読み物など，教室活動の素
材となる。教える人の工夫で，さまざまな形に使
える。学習者の読書用としても。
※2017 年 3 月号をもって刊行を終了しました。バ
ックナンバーについてはお問い合わせください。
B5 40頁

(500)円
'05～17【発行 創作集団にほんご】
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日本語学習者用
日本語学習者用教科書
視聴覚・補助教材
辞典

165

3
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ビデオ・DVD
テーマ別上級日本語ビデオ教材

上級

DVD 実験音声学（上）

「生きる」我が友本田宗一郎

中上～上級

城生佰太郎監修

～井深大が語る技術と格闘した男～
TO LIVE, MY FRIEND, SOICHIRO HONDA

松田浩志監修,阿部祐子,亀田美保,田口典子,
永吉眞砂子編訳

ビジュアル 古典の背景

中上～上級(日)

①平安の文化と貴族の世界
三木紀人監修,平野啓子朗読
平安時代には平仮名を使う宮廷女性による文学が
発達し，枕草子や源氏物語が成立した。“をかし”
や“あはれ”の作品背景となる平安貴族の生活様
式，年中行事や衣服，寝殿造，食事，価値観など，
平安貴族と文学の世界を紐解く。

初～上級
カラー 約25分
(17,000)円
'14【発行 サン・エデュケーショナル】

ことばのテーブル映像シリーズ
葛西ことばのテーブル制作
10 秒から 20 秒程度のストーリー性のある映像を，
24 編収録しています。映像内容の文章化練習を通
して，叙述概念や表現能力の育成を図る教材です。
パソコンや DVD プレイヤーでご視聴いただけます。
10秒映画 第1集 DVD
(1,574)円
10秒映画 第2集 DVD
(1,574)円
'11～14【発行 葛西ことばのテーブル】
初級

ようこそ! さくら小学校へ
～みんな なかまだ～

ビジュアル 古典の背景

中上～上級(日)

②中世の文化と武士・隠者の世界
三木紀人監修,平野啓子朗読
平家物語や方丈記，徒然草など中世文学作品の背
景や舞台を，武士と隠者の世界を中心に取り上げ
る。 東西の武士の違い，弓馬の道，その生きがい
や武具，当時の自然災害や社会の混乱，荒廃ぶり
などを映像と朗読を交えて解説する。
カラー 約25分
(17,000)円
'14【発行 サン・エデュケーショナル】
ビジュアル 古典の背景

中上～上級(日)

実写映像で学ぶ日本の学校生活とことば

公益社団法人 国際日本語普及協会
来日したブラジル人児童と級友との小学校生活
18 場面を描くスキット，役立つ表現の学習や学校
文化情報の紹介（葡語吹替えあり），学用品や教科
関連語彙のクイズ等，生きた映像と音声による適
応指導の教材。国際理解教育にも活用できる。
978-4-906096-38-1 DVD
(2,593)円
'07【発行 公益社団法人 国際日本語普及協会】
【発売 凡人社】

③近世の文化と庶民の世界
三木紀人,竹内 誠監修,平野啓子朗読
近世に入ると，井原西鶴，松尾芭蕉，近松門左衛
門などの庶民の文学が発展する。上方を中心に花
開いた元禄文化に焦点を当て，貨幣経済の発展，
庶民や町人の生活，印刷技術，人形浄瑠璃などの
芸能を解説し，町人文学の背景を紐解く。
カラー 約25分
(17,000)円
'14【発行 サン・エデュケーショナル】
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DVD

978-4-89358-336-9 NTSC(VHS)
(21,359)円
(990127) PAL(VHS)
(24,272)円
978-4-89358-337-6 カセット付ワークブック
(3,000)円
'95【発行 NHK エンタープライズ】
【発売 凡人社】

ビデオ・

1991 年 12 月 NHK スペシャルとして放送された
「我が友 本田宗一郎～井深大が語る技術と格闘
した男～」をビデオ化したものでこの教材のテー
マ「生きる」をともに考える。日本語だけでなく，
さまざまな知識が得られる。

音声学は実験による観察が大切である。ここでは
サウンド・スペクトログラフを用いて，日本語，
韓国語，英語の母音・子音の観察，分析を行う。
聴覚と視覚を使っての分析によって，音声言語の
理解をより一層深めることができる。
DVD 約51分
(18,000)円
'08【発行 サン･エデュケーショナル】

ビジュアル言語活動シリーズ
ビジュアル言語活動シリーズ

中上～上級(日)
聞く・話す・伝える

①対話・話し合いをしよう
水戸部修治監修
相手の話を「聞く」，相手に「話す」，さらに「伝
える」際の態度や発言の仕方など，対話の具体的
事例を紹介する。お互いの話をよく聞き，共通点
や相違点を見出しながらコミュニケーションを充
実させる心構え，注意点が実感できる。
カラー 約25分
(17,000)円
'14【発行 サン・エデュケーショナル】

ビデオ・

ビジュアル言語活動シリーズ
ビジュアル言語活動シリーズ

中上～上級(日)
聞く・話す・伝える

ビジュアル言語活動シリーズ
ビジュアル言語活動シリーズ

中上～上級(日)
聞く・話す・伝える

④読んで伝えよう【２】
音読・朗読・群読

水戸部修治監修
「聞く，話す，伝える」といったコミュニケーシ
ョン力を形成できる基礎的な学習活動「音読・朗
読・群読」について，実例を挙げながら解説する。
顔の表情，体の動きなど，映像でしか確認できな
い大事な要素が理解できる。
カラー 約25分
(17,000)円
'14【発行 サン・エデュケーショナル】

DVD 実験音声学（中）

中上～上級

城生佰太郎監修

②協議・討論をしよう
水戸部修治監修

DVD

自分の意見を伝えることだけでなく，相手の意見
を冷静に聞き，検証し，的確に判断し，最終的に
より良い結論を導くまでの過程を見ていく。グル
ープでの協議，討論会，パネルディスカッション
の様子も収録。
カラー 約30分
(17,000)円
'14【発行 サン・エデュケーショナル】

瞬時として同一の状態を持たない音声現象をあり
のままに捉えるには，実験機器による分析は欠か
せない。ここではビジ・ピッチを使って，日本語，
韓国語，中国語のアクセントを分析していく。
DVD 約42分
(18,000)円
'08【発行 サン･エデュケーショナル】

DVD 実験音声学（下）

中上～上級

城生佰太郎監修

ビジュアル言語活動シリーズ
ビジュアル言語活動シリーズ

中上～上級(日)
聞く・話す・伝える

③スピーチ・説明をしよう
水戸部修治監修
人前で，主として一人で発表することを想定した
言語活動について解説する。スピーチの目的に応
じた構成を作り，筋道を立てて話せること，言葉
遣いが適切であることなど，より説得力のあるプ
レゼンテーションの達成を目指す。
カラー 約25分
(17,000)円
'14【発行 サン・エデュケーショナル】

ビジュアル言語活動シリーズ
ビジュアル言語活動シリーズ

中上～上級(日)
聞く・話す・伝える

④読んで伝えよう【１】
目的を持って読む

下巻では，エレクトロ・パラトグラフィー，フォ
ノ・ラリンゴグラフ，フロー・ネィザリティーグ
ラフを使っての実験分析を見ていく。装置を持た
ない人でも簡単に実験に関する知識やノウハウを
知ることが出来る。
DVD 約57分
(18,000)円
'08【発行 サン･エデュケーショナル】

DVD ビデオ音声学（上）

中上～上級

城生佰太郎監修
音声学で使用される IPA 記号を用いて母音・子音
を解説するほか，アジア・アフリカの諸言語 13
の実際の発音を，各国のインフォーマントの出演
により収録。附属ファイルには各国語発音の IPA
表記を収録。◎2005 年版国際音声記号採用
DVD 約87分
附属ファイル：IPAによる言語音の記述
(18,000)円
'08【発行 サン･エデュケーショナル】

水戸部修治監修
発表のテーマに合う本を選んで調べる「読み」，皆
にお薦めの本を紹介するため，興味を引く部分を
まとめ，効果的な発表構成を考える「読み」など，
目的に合わせた〈活動的な読書〉について解説，
具体的な活動の様子を収録した。
カラー 約28分
(17,000)円
'14【発行 サン・エデュケーショナル】
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DVD ビデオ音声学（下）

中上～上級

城生佰太郎監修
ヨーロッパ及びその周辺で用いられる諸言語 16
の発音を各国のインフォーマントの出演により収
録。各国語の音響データならびに発話者の行う口
唇・下顎・舌などの調節を実時間で記録した大変
貴重な動的映像資料。◎2005 年版国際音声記号採
用

DVD 約110分
附属ファイル：IPAによる言語音の記述
(18,000)円
'08【発行 サン･エデュケーショナル】

描く。
（※2018 年 2 月発売予定）
DVD 約12～14分
(17,000)円
'18【発行 サン・エデュケーショナル】
アニメ古典文学館

中上～上級

中上級(中)(日)

①竹取物語
アニメ 漢詩・漢文の世界

三木紀人監修,岡田美也子指導

①故事成語
加藤徹監修
「矛盾」，「推敲」，「五十歩百歩」といった現代の
日本でも使われる故事成語の寓話をアニメーショ
ンで描く。言葉の成り立ちの面白さを実感し，漢
文の世界への興味を引き立てる。
DVD 約12～14分
(17,000)円
'18【発行 サン・エデュケーショナル】

'07【発行 サン･エデュケーショナル】
アニメ古典文学館

②枕草子
三木紀人監修,岡田美也子指導

アニメ 漢詩・漢文の世界

②漢詩Ⅰ

中上～上級
DVD

中上級(中)(日)

～李白・孟浩然～
加藤徹監修

「春暁」に代表される孟浩然，また，孟浩然との
別れを惜しみ「黄鶴楼にて…」を詠んだ李白。同
時代を生きた二人の詩人の交流なども描きながら，
朗読と共に漢詩の世界をアニメにより表す。
（※2018 年 2 月発売予定）
DVD 約12～14分
(17,000)円
'18【発行 サン・エデュケーショナル】

日本で最初に書かれた随筆集「枕草子」を美しい
アニメーションで映像化。清少納言の見た宮中の
出来事や自然への想いを分りやすく紹介し，現代
の私たちも感心する見方，考え方の新しさや力強
さを味わう。宮中の風景など平安期の貴族生活の
一端もうかがうことができる。
DVD 約16分

(17,000)円

'07【発行 サン･エデュケーショナル】
アニメ古典文学館

中上～上級

③平家物語
中上級(中)(日)

三木紀人監修,岡田美也子指導
アニメ 漢詩・漢文の世界

③漢詩Ⅱ

～杜甫・王維～
加藤徹監修

激動する時代背景を生き抜き，代表作である「春
望」を始め，社会や人生の憂いを格調高く詠んだ
杜甫。また，自然詩人として知られ「詩仏」と称
された王維の詩情の世界をアニメーションにより
趣深く描く。
（※2018 年 2 月発売予定）
DVD 約12～14分
(17,000)円
'18【発行 サン・エデュケーショナル】

日本人に深い感銘を与え続けている「平家物語」
をアニメ化した。平曲の調べにのせて哀れ深く語
る琵琶法師，平家の栄華，源氏の台頭，そして滅
亡する平家を紹介し，物語の概略を示すなかで，
「敦盛の最期」，「扇の的」では主人公の心情を劇
的に，哀れ深く描く。
DVD 約15分

(17,000)円

'07【発行 サン･エデュケーショナル】
アニメ古典文学館

中上～上級

④徒然草
三木紀人監修,岡田美也子指導
中上級(中)(日)
アニメ 漢詩・漢文の世界

④論語
加藤徹監修
孔子の言葉や問答を弟子たちが記録した『論語』
は，後世の文化・学問に大きな影響を与え，日本
においても教養として広く奨励された。本巻はア
ニメーションにより，論語の教えをわかりやすく

ビデオ・

（※2018 年 2 月発売予定）

古典「竹取物語」の劇的な展開を美しいアニメー
ションで興味深く描く。かぐや姫の悲しく，不思
議な物語を，光と影の幻想的なアニメに朗読・解
説を交えた映像で分りやすく鑑賞できる。ここで
得られる感動と理解は，日本の古典や伝統文化へ
の興味，探求に役立つことだろう。
DVD 約19分
(17,000)円

兼好法師の名作「徒然草」を楽しいアニメーショ
ンで映像化した。様々な話の中から代表的な章段
を分りやすく解説，紹介する。現代の私たちにも
通じる兼好の考え方，無常観についても触れ，作
品の概要と時代背景等についても簡潔に解説する。
DVD 約19分
(17,000)円
'07【発行 サン･エデュケーショナル】
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アニメ古典文学館

中上～上級

⑤おくのほそ道

言葉の力をはぐくむ

中上～上級

③言葉を選ぶ

三木紀人監修,岡田美也子指導

場面に応じた言葉

川本信幹監修,甲斐利恵子指導

松尾芭蕉が著した紀行文学の最高傑作「おくのほ
そ道」をアニメでたどる。芭蕉が出会った各地の
人々と風景，中世の歴史と人物への想いなどを味
わい深い朗読と美しいアニメーションで描く。美
しい日本語への興味と関心を引き出してくれるこ
とだろう。

円滑なコミュニケーションのためには，場面や相
手に応じた言葉を選ぶことが必要となる。電話を
掛ける，改まった手紙を書く，人前でのスピーチ
など，具体的な事例の中で，言葉を選んで使うこ
との大切さを示していく。

DVD 約19分

DVD 約26分

(17,000)円

'07【発行 サン･エデュケーショナル】
アニメ古典文学館

中上～上級

ビデオ・

⑥万葉集

(17,000)円

'07【発行 サン･エデュケーショナル】
言葉の力をはぐくむ

中上～上級

④言葉を生かす
三木紀人監修,岡田美也子指導

敬語の使い方

川本信幹監修,甲斐利恵子指導

DVD

日本最古の歌集「万葉集」の世界を美しいアニメ
ーションで描いた。広く知られた親しみやすい作
品を取り上げ，自然や人間を愛する心，生活の中
の折々の情景や心情を読み味わうことで，古人に
思いをめぐらせ，いにしえの歌の世界への関心を
深めることが出来る。

敬語は，言葉によるコミュニケーション力を高め
る素地ともいえる。社会生活の様々な場面でどん
な敬語を使うか考えることで，その役割や働きに
ついて理解を深める。特に尊敬語と謙譲語の違い
について分かりやすく説明する。

DVD 19分

DVD 約29分

(17,000)円
'07【発行 サン･エデュケーショナル】

言葉の力をはぐくむ

中上～上級

(17,000)円

'07【発行 サン･エデュケーショナル】
言葉の力をはぐくむ

①言葉を豊かに

⑤言葉を磨く

日本語の語彙

洗練された日本語表現

川本信幹監修,甲斐利恵子指導

中上～上級

川本信幹監修,甲斐利恵子指導

このシリーズは，日常使われる言葉を取り上げ，
考える学習を通して，言語活動の向上に役立つこ
とをねらいとして構成した。第 1 巻では，外来語
や対義語，多義語などの語彙について，身近な場
所から言葉を見つけたり，ゲーム形式を交えなが
ら自主的に語彙を増やす方法などを提示していく。

美しい，洗練された日本語とはどういうものかを
考える。言葉のリズムを感じる近代詩や和歌，俳
句などを鑑賞したり，比喩や慣用句の具体的な使
用例を見たり，さらに古典から故事成語を取り上
げ“言葉を磨く”ことの楽しさ，必要性を感じて
もらう。

DVD 約27分

DVD 29分

(17,000)円

'07【発行 サン･エデュケーショナル】
言葉の力をはぐくむ

中上～上級

②言葉のきまり

'07【発行 サン･エデュケーショナル】
平家物語 人物紀行

中上級(日)

①清盛の光と影
三木紀人監修,幸田弘子朗読,平田悦朗解説

文法の大切さ

川本信幹監修,甲斐利恵子指導
日常生活で何気なく使っているのに，実は言葉の
決まりを外れているものは少なくない。《ら抜き》
言葉や「千円からお預かりします」などの具体例
を見ながら，言葉のきまり（文法）を知ることの
重要性を解説していく。
DVD 約28分
(17,000)円
'07【発行 サン･エデュケーショナル】
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(17,000)円

歴史上の，また，物語中の清盛の存在感は，まさ
に圧倒的である。貴族社会から武家社会に移行す
る時代に生まれ，保元・平治の乱に勝ち残り，平
家の栄華を築いていった清盛とその反対勢力の
面々を浮き彫りにする。
DVD 約40分
(4,800)円
'02【発行 サン・エデュケーショナル】

平家物語 人物紀行

中上級(日)

②物語を彩る女性たち
三木紀人監修,幸田弘子朗読,平田悦朗解説
平家物語には，個性豊かな女性たちが数多く登場
し，物語に彩りをそえている。彼女たちの生きか
たは，いずれも栄枯盛衰の中にあって，哀れ深い。
男性社会に翻弄され，中世という激動の時代を生
きた女性たちの生き方を見る。
DVD 約40分
(4,800)円
'02【発行 サン・エデュケーショナル】
平家物語 人物紀行

中上級(日)

みんなの日本語

初級

みんなの日本語初級Ⅰ 第 2 版 会話
DVD
スリーエーネットワーク制作・著作
『みんなの日本語初級Ⅰ 第 2 版 本冊』に収録さ
れている各課の「会話」を映像化した DVD 教材。
主人公をはじめとする外国人の登場人物が日本人
と日本語で交流しながら活躍する場面をテキスト
の意図に沿って描いている。
978-4-88319-729-3 NTSC DVD1枚
(8,000)円
978-4-88319-730-9 PAL DVD1枚
(8,000)円
'16【発行 スリーエーネットワーク】

③悲劇の脇役たち
三木紀人監修,平野啓子朗読,平田悦朗解説

中上級(日)

④源氏のつわものたち
三木紀人監修,平野啓子朗読,平田悦朗解説
平家物語は，平家と源氏との戦いを軸に展開し，
多くの源氏のつわものたちが活躍する。滅ぶ平家
とともに，彼らの生き方もまた哀れで，印象深い。
劇的な戦いの場面を見ながら，その生き様と人物
像に迫る。
DVD 約40分
(4,800)円
'02【発行 サン・エデュケーショナル】
平家物語 人物紀行

中上級(日)

⑤平家最期の一日
三木紀人監修,平野啓子朗読,平田悦朗解説
平家物語は，最後の決戦地・壇ノ浦で滅びゆく平
家を鮮やかに描く。壮大なドラマの中で，源氏と
の合戦に命をかける平家の人々は哀れ深い。平家
滅亡の悲劇を描きながら，華々しく散っていった
彼らの死生観をしのぶ。
DVD 約40分
(4,800)円
'02【発行 サン・エデュケーショナル】
新日本語の中級

中級

新日本語の中級 会話ビデオ/DVD
(財)海外技術者研修協会編著
『新日本語の中級 本冊』の「会話」を映像化。ビ
デオは字幕表示なし。DVD は字幕選択操作で日本
語字幕を表示・非表示にできる。音声は日本語の
みで収録。スクリプト付き。

初級

みんなの日本語初級Ⅱ 第 2 版 会話
DVD
スリーエーネットワーク制作・著作
『みんなの日本語初級Ⅱ 第 2 版 本冊』に収録さ
れている各課の「会話」を映像化した DVD 教材。
主人公をはじめとする外国人の登場人物が日本人
と日本語で交流しながら活躍する場面をテキスト
の意図に沿って描いている。
978-4-88319-731-6 NTSC DVD1枚
(8,000)円
978-4-88319-732-3 PAL DVD1枚
(8,000)円
'16【発行 スリーエーネットワーク】
DVD-Video シリーズ

(英)(韓)(中)(日)

Talking Silents
映像，音楽，弁士の語りが三位一体となった無声
映画時代の日本独特の上映形態を甦らせた
DVD-Video シリーズ。日本語，英語，中国語，韓
国語字幕付き。映画評論家・佐藤忠男氏の作品解
説と活動弁士・澤登翠氏のコメントも収録。
1
2
3
4

『瀧の白糸』『東京行進曲』
(4,980)円
『折鶴お千』『唐人お吉』
(4,980)円
『雄呂血』『逆流』
(4,980)円
『鯉名の銀平 雪の渡り鳥』『小雀峠』
(4,980)円
5 『鞍馬天狗 前後篇』『鞍馬天狗 恐怖時代』
(4,980)円
6 『錦絵江戸姿 旗本と町奴』『怒苦呂』
(4,980)円
7 『御誂次郎吉格子』『弥次喜多
尊王の巻』『弥次喜多 鳥羽伏見の巻』
(4,980)円
8 『子宝騒動』『明け行く空』
(4,980)円
9 『浪人街 第一話』『浪人街
第二話』『崇禅寺馬場』 (4,980)円
10 『実録忠臣蔵』『雷電』
(4,980)円
'07～09【発行 デジタル・ミーム】

978-4-88319-297-7 NTSC ビデオ
(8,000)円
978-4-88319-299-1 NTSC DVD
(9,000)円
'04【発行 スリーエーネットワーク】
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DVD

平家物語 人物紀行

みんなの日本語

ビデオ・

平家物語には，各場面において多くの個性ある人
物が登場し，物語を盛り上げている。物語の成立
以来，それぞれの主人公たちは私たち日本人に親
しまれてきた。劇的な名場面を通して，名文を味
わいながらその人物像をなつかしむ。
DVD 約40分
(4,800)円
'02【発行 サン・エデュケーショナル】

(日)

NHK きょうの料理

男の料理 100 選

日々の家庭料理をより一層本格的に，こだわりを
持って楽しむためのプロのアイデアとテクニック
が満載。NHK「きょうの料理」が贈る男子にこそ作
ってほしい本格料理の集大成版。お馴染みの当代
一流料理人による和洋中・麺類・エスニック等，
撮りおろしも含んだ幅広い分野の 100 の映像レシ
ピ集。各 DVD 巻頭に NHK『谷原章介のザ・男の食
彩収録』収録。
978-4-903759-19-7 DVD10枚組
(28,000)円
'15【発行 デジタル・ミーム】

NHK きょうの料理 100 選
ビデオ・
DVD

(日)
日本国民のくらしのパートナーとして絶大な支持
を受け，日本一の長寿番組となった料理番組「き
ょうの料理」から，137 のレシピを厳選収録。お
正月料理から旬を活かした定番料理まで，料理の
基本，伝統，食材の歴史とともにわかりやすく解
説。知ってびっくり，お得なコツ・豆知識がいっ
ぱい。
DVD10枚組 JANコード457123384-016-0
(28,000)円
'10【発行 デジタル・ミーム】
(英)(韓)(中)(日)

日本アニメクラシックコレクション
(DVD4 巻セット)
Japanese Anime Classic Collection
1920～30 年代に制作された 55 作品を 4 巻セット
の DVD に収録。4 ヶ国語（日英中韓）字幕付で弁
士の語りをお楽しみ頂ける初のコレクション。日
本のアニメーションのルーツをたどる貴重な資料
として専門家も推奨。
978-4-903759-01-2
(12,800)円
'07【発行 デジタル・ミーム】
(英)(韓)(中)(日)

阪妻－阪東妻三郎の生涯（DVD）
Bantsuma : The Life of Tsumasaburo Bando (DVD)
名優・阪東妻三郎の生涯を紹介する秀作ドキュメ
ンタリー。「阪妻」の出演作品の名シーン，関係者
へのインタビューを収録。日英バイリンガル構成。
(3,980)円
'06【発行 デジタル・ミーム】

日本企業で活躍するための

上級(日)

映像で学ぶビジネススタイル
VOL.1 基本編
Japanese Language For Business Skill

日建学院（旧社名：日本映像教育社）企画制作
日本企業で働くために必要なビジネスの基本をビ
ジネス教育のカリスマ講師がわかりやすく解説。
1：日本企業で働く 2：日本企業の特徴 3：企業と
個人 4：自己啓発と人生設計
DVD1～4巻 DVD全4枚 付属ﾃｷｽﾄ B6 44頁
(40,000)円
'11【発行 日建学院（旧社名：日本映像教育社）】
日本企業で活躍するための

上級(日)

映像で学ぶビジネススタイル
VOL.2 実務編
Japanese Language For Business Skill

日建学院（旧社名：日本映像教育社）企画制作
日本企業で働くために必要なビジネス実務をビジ
ネス教育のカリスマ講師がわかりやすく解説。5：
積極的提案型人間 6：職場の人間関係 7：報告・
連絡・相談 8：ビジネスマンの基本
DVD5～8巻 DVD全4枚 付属ﾃｷｽﾄ B6 48頁
(40,000)円
'11【発行 日建学院（旧社名：日本映像教育社）】
日本企業で活躍するための

上級(日)

映像で学ぶビジネススタイル
VOL.3 実践編
Japanese Language For Business Skill

日建学院（旧社名：日本映像教育社）企画制作
日本企業で働くために必要なビジネスの実践をビ
ジネス教育のカリスマ講師がわかりやすく解説。
9：仕事の成果を高める 10：上手な仕事の進め方
11：仕事における問題の見つけ方 12：仕事とは問
題解決力
DVD9～12巻 DVD全4枚 付属ﾃｷｽﾄ B6 44頁
(40,000)円
'11【発行 日建学院（旧社名：日本映像教育社）】
日本企業で活躍するための

上級(日)

映像で学ぶビジネススタイル
VOL.4 スキルアップ編
Japanese Language For Business Skill

日建学院（旧社名：日本映像教育社）企画制作
日本での仕事や生活をサポート

中上級(日)

外国人のためのＦＡＱ
FAQ for foreigners

日建学院（旧社名：日本映像教育社）企画制作
日本企業のルールや人間関係，お客様への対応な
どビジネスにおけるちょっとした疑問から，日本
での生活，日本社会や文化の疑問まで，幅広い角
度からサポートしていきます。
'14【発行 日建学院（旧社名：日本映像教育社）】
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日本企業で働くために必要なビジネススキルをビ
ジネス教育のカリスマ講師がわかりやすく解説。
13：勉強するということ 14：能力を伸ばすには
15：リスク管理 16：ビジネスの心得
DVD13～16巻 DVD全4枚 付属ﾃｷｽﾄ B6 40頁
(40,000)円
'11【発行 日建学院（旧社名：日本映像教育社）】

日本企業で活躍するための

上級(日)

映像で学ぶビジネススタイル
VOL.5 顧客満足編
Japanese Language For Business Skill

日建学院（旧社名：日本映像教育社）企画制作
日本企業で働くために必要な顧客満足をビジネス
教育のカリスマ講師がわかりやすく解説。17：競
争に勝つ 18：相手を知ることの重要性 19：接客
20：クレーム

978-4-89358-624-7 vol.1 B5 220頁 DVD1枚付き
(2,400)円
978-4-89358-625-4 vol.2 B5 234頁 DVD1枚付き
(2,400)円
978-4-89358-800-5 vol.3 B5 292頁 DVD2枚付き
(2,400)円
'07,11【発行 凡人社】

DVD17～20巻 DVD全4枚 付属ﾃｷｽﾄ B6 44頁
(40,000)円
'11【発行 日建学院（旧社名：日本映像教育社）】
日本企業で活躍するための

上級(日)
ビデオ・

映像で学ぶビジネススタイル
VOL.6 思いやりの日本語編
Japanese Language For Business Skill

日建学院（旧社名：日本映像教育社）企画制作
DVD

日本企業で働くために必要な思いやりの日本語を
ビジネス教育のカリスマ講師がわかりやすく解説。
21：思いやりの日本語 22：断り 23：主語のいら
ない日本語 24：キーマンを探せ
DVD21～24巻 DVD全4枚 付属ﾃｷｽﾄ B6 32頁
(40,000)円
'11【発行 日建学院（旧社名：日本映像教育社）】
中上級(日)
オフィスで使える！マナーも身につく！

映像で学ぶビジネス日本語
Japanese Language For Business

日建学院（旧社名：日本映像教育社）企画制作
日本企業で働く外国人の先輩社員の李さんと新入
社員のヨンさんが失敗をしながらビジネス会話や
マナー日本独特の考え方を身につけていきます。
悪い例，良い例をドラマで表現しているので，理
解しやすく疑似体験できます。
①内定者編 DVD教材全5枚 付属ﾃｷｽﾄ B5 198頁
(98,000)円
②新入社員編 DVD教材全5枚 付属ﾃｷｽﾄ B5 232頁
(98,000)円
'04【発行 日建学院（旧社名：日本映像教育社）】
DVD で学ぶ日本語

(英)(韓)(中)(日)(ポ)

エリンが挑戦！
にほんごできます。
国際交流基金著
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一冊。
NTSC 版（日・英・中・韓・葡字幕付き）と PAL 版
（日・英・中字幕付き）がある。
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コンピュータ
CD

環境・科学・教育

DOSBoxPortable_DRK4

２

FIRST STEP PROFESSIONAL JAPANESE

猪鼻孝之制作
猪鼻孝之制作

ユニークなソフト。中・上級者向け。むずかしい
語句をやさしい日本語で説明。複雑な構文を分析
して，分かりやすい日本語で再表現，要約も表記。
(WindowsVISTA～Windows10対応)
(1,810)円
'14【発行 日本語インスティチュート】
コンピュータ

CD

ドクターK 漢字マスターシリーズ，かなマスター
を一体化。
筆順・画数・音訓読み（ローマ字かな両用可)・英
訳・中国語発音・動詞・形容詞活用
表付き。実力アップ（文字，語彙，短音・長音識
別，同音異義語など）練習モードあり。
(WindowsVISTA～Windows10対応)
(1,600)円
'16【発行 日本語インスティチュート】

初級日本語１～８
猪鼻孝之制作

まず発音練習をしながらカタカナ 50 音，拗音をし
っかりマスター。続いてカタカナだけで単語，や
さしい文型練習。続いてひらがな導入。最後に漢
字 200 字を使って日本語能力試験 N4 の文型全てを
網羅。練習問題も多く，文全体，または聞き取れ
ない文節を何度も瞬時に聴解練習できる。
(WindowsVISTA～Windows10対応)
(1,810)円
'14【発行 日本語インスティチュート】

ＣＤ介護福祉士国家試験（年度別・
過去の問題）
英語が母国語である海外・帰国子女の受験者には
不利である。そこで登場したのが DRK-READER。和
英辞書／漢英辞書付きソフト。難解語彙の読み方
と英訳を同時表示。
(WindowsVISTA～Windows10 対応)
CD1枚

CD 生活とことば

２

FIRST STEP PROFESSIONAL JAPANESE

猪鼻孝之制作
ユニークなソフト。中・上級者向け。むずかしい
語句をやさしい日本語で説明。複雑な構文を分析
して，分かりやすい日本語で再表現，要約も表記。

(1,810)円
'13【発行 日本語インスティチュート】

分野別にほんごシリーズ 1

中～上級(英)

CD 企業・交通・経済
FIRST STEP PROFESSIONAL JAPANESE

猪鼻孝之制作
(WindowsVISTA～Windows10対応)
(1,810)円
'14【発行 日本語インスティチュート】
初級(日)

CD 生活とことば
き

2000 題

Life and Language in Japan
& Answers

質問付

当社発行季刊誌『にほんご』の記事を分野別に精
選し,中上級学習者用に編集，CD 化した。読解教
材としてだけでなく,聴解練習にも役立つ。
(WindowsVISTA～Windows10対応)
(1,810)円
'03【発行 日本語インスティチュート】
分野別にほんごシリーズ 2

with 2000 Questions

猪鼻孝之著

中～上級(英)

CD 食べ物・料理・飲食店
FIRST STEP PROFESSIONAL JAPANESE

猪鼻孝之制作
初心者向け。聴解，カタカナ，漢字，文法，読解
など計 2000 題の質問付き。解答は Excel で自動処
理され，瞬時に中間，個別，総合得点判明。得意
分野と弱点が理解できる。
(WindowsVISTA～Windows10対応)

(1,810)円

'06【発行 日本語インスティチュート】

152

当社発行季刊誌『にほんご』の記事を分野別に精
選し,中上級学習者用に編集，CD 化した。読解教
材としてだけでなく,聴解練習にも役立つ。
(WindowsVISTA～Windows10対応)
(1,810)円
'04【発行 日本語インスティチュート】

分野別にほんごシリーズ 3

中～上級(英)

CD 文化・芸術・娯楽

分野別にほんごシリーズ 8

中～上級(英)

CD 風俗・社会・生活

FIRST STEP PROFESSIONAL JAPANESE

First Step Professional Japanese

猪鼻孝之制作

猪鼻孝之制作

当社発行季刊誌『にほんご』の記事を分野別に精
選し,中上級学習者用に編集，CD 化した。読解教
材としてだけでなく,聴解練習にも役立つ。
(WindowsVISTA～Windows10 対応)

当社発行季刊誌『にほんご』の記事を分野別に精
選し，中上級学習者用に編集，CD 化した。読解教
材としてだけでなく，聴解練習にも役立つ。
(WindowsVISTA～Windows10対応)
(1,810)円
'06【発行 日本語インスティチュート】

B4 109頁

(1,810)円
'04【発行 日本語インスティチュート】

分野別にほんごシリーズ 4

中～上級(英)

CD 歴史・宗教・風習

(1,810)円
'03【発行 日本語インスティチュート】

4 コママンガのふきだしをクリックすると，セリ
フが音声となり，見る，読む，聞くを同時に体験
することで効果的な学習を実現。生きた日本語と
日本文化を楽しく学べる画期的教材。全 100 編。
初級の上から中級向け。自主学習教材にも。
978-4-89358-517-2 別冊付録112頁付き
(絶版)
'02【発行 林事務所】
【発売 凡人社】

中～上級(英)

CD 旅行・各地・東京
FIRST STEP PROFESSIONAL JAPANESE

猪鼻孝之制作
当社発行季刊誌『にほんご』の記事を分野別に精
選し，中上級学習者用に編集，CD 化した。読解教
材としてだけでなく，聴解練習にも役立つ。
(WindowsVISTA～Windows10 対応)
CD-ROM

(1,810)円
'05【発行 日本語インスティチュート】

分野別にほんごシリーズ 6

中～上級

CD 環境・科学・教育
FIRST STEP PROFESSIONAL JAPANESE

猪鼻孝之制作
当社発行季刊誌『にほんご』の記事を分野別に精
選し,中上級学習者用に編集，CD 化した。読解教
材としてだけでなく,聴解練習にも役立つ。
(WindowsVISTA～Windows10 対応)
B4 76頁

(1,810)円
'03【発行 日本語インスティチュート】

分野別にほんごシリーズ 7

中～上級(英)

CD 政治・法律・国際関係
FIRST STEP PROFESSIONAL JAPANESE

猪鼻孝之制作
当社発行季刊誌『にほんご』の記事を分野別に精
選し,中上級学習者用に編集，CD 化した。読解教
材としてだけでなく,聴解練習にも役立つ。
(WindowsVISTA～Windows10 対応)
B4 71頁

(1,810)円
'03【発行 日本語インスティチュート】
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コンピュータ

猪鼻孝之制作
当社発行季刊誌『にほんご』の記事を分野別に精
選し,中上級学習者用に編集，CD 化した。読解教
材としてだけでなく,聴解練習にも役立つ。
(WindowsVISTA～Windows10 対応)

分野別にほんごシリーズ 5

初中～中級(英)(日)(Ｒ)

クリックｅコミック「コボちゃん」
岡部真理子監修

FIRST STEP PROFESSIONAL JAPANESE

B4 77頁

日本語学習 CD-ROM

カセットテープ・CD
古典文学の世界

中上～上級

渡辺富美雄,他監修
日本の古典文学を代表する名作を厳選して朗読。
日本語，古典の美しさを伝えてくれる。収録は，
各作品のうち，名文として良く知られている部分
を中心に収録した。〈収録内容〉古事記，万葉集，
竹取物語，源氏物語，枕草子，伊勢物語，更級日
記，徒然草，方丈記，平家物語，今昔物語集，宇
治拾遺物語，芭蕉，井原西鶴，近松門左衛門 他
カセットテープ・

CD10枚組（1枚約50分） 解説書1冊付き
(24,000)円
'93【発行 サン･エデュケーショナル】

近代文学の世界

中上～上級

渡辺富美雄,他監修

CD

近代文学の代表的作品 34 編を一流の読み手で収
録。〈収録作家〉森鴎外，夏目漱石，芥川龍之介，
志賀直哉，島崎藤村，国木田独歩，樋口一葉，徳
富蘆花，川端康成，中島敦，堀辰雄，梶井基次郎，
有島武郎，谷崎潤一郎
CD10枚組（1枚約50分） 解説書1冊付き
(24,000)円
'93【発行 サン･エデュケーショナル】

現代文学の世界

中上～上級

渡辺富美雄,他監修
現代文学の代表的作品 35 編を厳選し，朗読のおも
しろさ，日本の美しさを伝える。長編の作品は部
分を，短編の作品は全文を収録。〈収録作家〉井上
靖，木下順二，太宰治，開高健，島尾敏雄，井伏
鱒二，北杜夫，星新一，遠藤周作，辻邦生，山本
周五郎，水上勉，安部公房 他
CD10枚組（1枚約50分） 解説書1冊付き
(24,000)円
'93【発行 サン･エデュケーショナル】

新 現代文学の世界

中上～上級

渡辺富美雄,他監修
磨き抜かれて紡がれた言葉が心に響く名作を厳選
した。この作品には近現代詩の朗読も収録してい
る。〈収録作家〉工藤直子，谷川俊太郎，大岡信，
高村光太郎，井上ひさし，伊集院静，池澤夏樹，
向田邦子，野坂昭如 他
CD6枚組（1枚約50分） 解説書1冊付き
(19,800)円
'93【発行 サン･エデュケーショナル】
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戦前戦中の日本語教育教材レコード
復刻版
日本語教育学会
戦前・戦中に作成された日本語音声教育レコード
を国際交流基金，国立国語研究所，国際学友会
(現・日本学生支援機構東京日本語教育センター)
の協力を得て，カセットテープ 7 本に複製。限定
250 セットの貴重な音声資料。解説パンフレット
付き。
(900119)

(15,000)円
'03【発行 日本語教育学会】

カード・ゲーム・絵教材
初～上級(日)

にほんごであそぼ いろはかるた
齋藤孝監修,仲條正義絵,佐藤卓デザイン

中級(英)(日)

Japanese Kanji Flashcards Series 3
Vol.2
900 Intermediate-Level Kanji Cards

Max Hodges,岡崎智子著
日本語中級レベルの漢字 900 を，効率よく学習で
きる使いやすいカードです。日本語能力試験 N2/3
の学習にも最適。 900 kanji cards with over
5,400 vocabulary words. Provides preparation
for Levels N2 & N3 of the JLPT.
978-0-98433497-1 900カード
(8,000)円
'17【発行 White Rabbit Press】

初～上級(日)

にほんごであそぼ ことわざかるた
齋藤孝監修,仲條正義絵,佐藤卓デザイン
NHK 教育テレビ「にほんごであそぼ」で放送され
た「ことわざかるた」を商品化！ 齋藤孝が選ん
だ「子供に覚えてもらいたいことわざ 48」を楽し
い絵あわせかるたにしました。子供はもちろん，
大人にもおすすめです。
JAN：4957769010756
(1,600)円
'15【発行 NHK・NED】
【発売 奥野かるた店】
Japanese Kanji Flashcards

上級(英)(日)

Japanese Kanji Flashcards Series 2
Vol.3
895 Advanced-Level Kanji Cards

Max Hodges,岡崎智子著
日本語上級レベルの漢字 895 を，効率よく学習で
きる使いやすいカードです。日本語能力試験 N1
の学習にも最適。895 kanji cards with over 5,000
vocabulary words. Provides preparation for
Level N1 of the JLPT.
978-098433492-6 895カード
(6,400)円
'10【発行 White Rabbit Press】
Japanese Kanji Flashcards

初級(英)(日)

Kana Flashcards Revised
Learn and Remember Kana in a Flash with Visual and
Verbal Mnemonics

Max Hodges,岡崎智子著,
Maury Aaseng イラスト
ひらがな・カタカナをイラストと一緒に学習する
ことで記憶を助け，効率的に習得が可能になって
い ま す 。 Master hiragana and katakana with
visual and verbalmnemonics. Includes basic
vocabulary.
978-098433493-3 92カード
(2,100)円
'15【発行 White Rabbit Press】

日本語を教えたい人のための
はじめての授業キット
大森雅美,鈴木英子,中空芳江,福田規子著
絵カード，文字のカード，レアリアという精選さ
れた素材に教案というレシピを加えた，「明日の
授業，どうしよう」に応えるキットです。アイデ
ア満載のレシピがまるで辞典のよう。豊かな授業
を目指す教師の必須アイテムです。
978-4-7574-1436-5 B5
(11,000)円
'08【発行 アルク】

初中級(英)(日)

Japanese Kanji Flashcards Series 3
Vol.1
300 Beginner-Level Kanji Cards

Max Hodges,岡崎智子著
日本語初級レベルの漢字 300 を，効率よく学習で
きる使いやすいカードです。日本語能力試験 N4/5
の学習にも最適。300 kanji cards with over 1,800
vocabulary words. Provides preparation for
Levels N4 & 5 of the JLPT.
978-0-98433496-4 300カード
(4,000)円
'17【発行 White Rabbit Press】

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
アルク日本語書籍編集部編
『はじめての授業キット』の姉妹品となる本書。
全 483 枚の絵カードデータが CD-ROM1 枚に収まっ
ています。好みのサイズに印刷でき，場面に併せ
て絵の一部を使うこともできます。準備の時間を
ぐぐっと楽にしちゃいましょう！
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カード・ゲーム・絵教材

NHK 教育テレビで大人気の「にほんごであそぼ」
のかるたがパッケージリニューアルをして再登
場！ 監修は番組と同じく「声に出して読みたい
日本語」の齋藤孝。かるたになった「美しい日本
語」が楽しめます。
JAN：4957769010749
(1,600)円
'15【発行 NHK・NED】
【発売 奥野かるた店】

Japanese Kanji Flashcards

978-4-7574-1459-4 B5 64頁 CD-ROM1枚付き
(2,800)円
'08【発行 アルク】
日本の伝統ゲーム

中～上級(英)(日)

ひらがなカード

初級
片面に１文字ずつのひらがな，もう片面にその文
字を使った単語とイラストを掲載。清音のひらが
なを読む力を伸ばし，読書力をつける。ひらがな
のことばを集めた「ことばのえほん」つき。
978-4-7743-1262-0 B6判 49枚
(1,200)円
'07【発行 くもん出版】

江戸いろはかるた／
京いろはかるた
時田昌瑞解説,武田勝昭英文解説

カード・ゲーム・絵教材

「犬も歩けば…」の江戸，「一寸先は…」の京。日
本人の生活観・人生観に根差したことわざのいろ
はかるた。英文の解説付なので，日本の伝統文化
を学ぶのに最適。ことわざ研究家による丁寧な解
説書付。
(943026) 江戸 読札・取札各48枚 解説書
(2,000)円
(943027) 京 読札・取札各48枚 解説書
(2,000)円
【発売 奥野かるた店】

カタカナカード

初級
日常カタカナで表記されることばのイラストを片
面に，そのことばのカタカナ１文字をもう片面に
掲載。「アイロン」「インク」など，身近なことば
の中でカタカナが習得できる。「ことばのえほん」
つき。
978-4-7743-1263-7 B6判カード 48枚 (1,200)円
'08【発行 くもん出版】

初級
漢字で遊ぶ

初～上級(日)

ひらがなことばカード
漢字博士シリーズ
馬場雄二著
No.1 は「へん」と「つくり」の左右で，No.2 では
「かんむり」「あし」を加え上下左右でカードを組
み合わせ，漢字を作っていく。No.3 は六角形のカ
ードの各辺にある漢字を合せて熟語を作る，上級
者向け。入門編には日・英解説書付。
(943001) No.1 ポピュラー版 カード126枚
(2,000)円
(943002) No.2 ポピュラー版
カード81枚・予備3枚 計84枚 (2,300)円
(943003) No.3 ポピュラー版
カード80枚・予備8枚 計88枚 (2,300)円
入門編 カード100枚
(1,500)円
'89～10【発売 奥野かるた店】
漢字で遊ぶ

初～上級(日)

カードゲーム 漢字ことば図鑑
馬場雄二著
朝日小学生新聞に連載されていた「漢字ことば図
鑑」がカードゲームになりました。36 種類のこと
わざや慣用句を漢字で表現した絵札が特徴。かる
たとりの他，絵札を見てことわざや慣用句を当て
るゲームも楽しめます。
図鑑 カード72枚（読札・取札各36枚）・解説書
(1,200)円
'14【発売 奥野かるた店】

２文字・３文字などの少ない字数のひらがなで構
成されたことばの中で，ひらがなの清音・濁音・
半濁音を習得する。各巻 40 語をとりあげ，ひらが
なを読む力を伸ばし，語彙を増やす。
978-4-7743-2720-4 １集 B6判カード 42枚
(1,000)円
978-4-7743-2721-1 ２集 B6判カード 42枚
(1,000)円
978-4-7743-2722-8 ３集 B6判カード 42枚
(1,000)円
'17【発行 くもん出版】

漢字カード

初級
漢字１文字のことばからはじめ，２文字，３文字
の漢字で書かれたことばへと段階的に学習してい
く。各巻 40 語をとりあげ，漢字を学びながら読む
力を育て，語彙をふやす。

978-4-7743-1256-9 １集 B6判カード 42枚
(1,000)円
978-4-7743-1257-6 ２集 B6判カード 42枚
(1,000)円
978-4-7743-1258-3 ３集 B6判カード 42枚
(1,000)円
'07【発行 くもん出版】

ぶんカード

初級
単語をつなげて文をつくるときに重要な「助詞」
の使い方を覚える。片面に「歯を磨く」などの２
語文，もう片面に文に即したイラストを掲載。英
文も併記。

978-4-7743-1264-4 １集 B6判カード 31枚
(900)円
978-4-7743-1265-1 ２集 B6判カード 31枚
(900)円
'07【発行 くもん出版】
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新日本語の基礎

初級

おたすけタスク
新日本語の基礎 新絵教材

初級日本語クラスのための文型別タスク集

砂川有里子監修,石田小百合,加藤紀子,
森田有紀子,和氣圭子著
初級文型を楽しく教えるためのタスク集。大人で
も十分楽しめるようにゲーム的要素や日常生活で
関心の高いトピックをうまく組み合わせた。すぐ
に使えるイラスト多数。海外で教えるためのヒン
トなどコラムも充実。タスクシート・絵カードを
収録した CD-ROM 付き。
978-4-87424-401-2 B5 274頁
(2,800)円
'08【発行 くろしお出版】

がっこうのにほんご

絵カード 200

日本の小学校に入ってきた，外国につながる子ど
もたちのための日本語教材。学校生活で使われる
基本的な語彙や表現を，幅広いトピックから厳選
している。各トピックの活動案を丁寧に紹介した
小冊子付き。
978-4-904595-45-9

(4,800)円
'14【発行 ココ出版】
初級(日)

(財)海外技術者研修協会編
『新日本語の基礎Ⅰ』に準拠した絵教材。基本語
彙を完璧に網羅し，組み合わせ自由な大変利用範
囲の広い視覚教材。
978-4-906224-78-4 カラー版 B4変 326枚
(58,252)円
978-4-88319-060-7 白黒版 携帯用 A5
326枚（＋白10枚） (5,631)円
'92～97【発行 スリーエーネットワーク】
新日本語の基礎

初級

新日本語の基礎 新絵教材Ⅱ
―『新日本語の基礎Ⅱ』準拠―

(財)海外技術者研修協会編著
『新日本語の基礎Ⅱ』に準拠し，新たに書き起こ
した 317 枚。特に文型の導入を容易にし，類義語
の使い分け，同音異義語の区別などがスムーズに
理解できるよう工夫されている。
978-4-88319-014-0 白黒版 B4変 317枚
(36,893)円
978-4-88319-104-8 白黒版 携帯用 A5
317枚（＋白3枚） (5,600)円
'94～98【発行 スリーエーネットワーク】

楽しく覚える にほんご語彙・表現
初級者のためのアクティビティ 61
Fun ways to Memorise Japanese Vocabulary and
Everyday Expressions!

中村春子,マリア・フェルナンデス著
日常生活に必要な基本的な語彙・表現を楽しく覚
えるための教室用アクティビティ集。あいさつや
数字といった初級者が必ず覚えなければならない
言葉をゲームやクイズなどを通じて学べる。授業
のウォーミングアップに最適。
978-4-7890-1405-2 A5変 152頁
(1,800)円
'10【発行 ジャパンタイムズ】
初級(英)(日)

[改訂新版]
日本語コミュニケーションゲーム
80
80 Communication Games for Japanese Language
Teachers [Revised Edition]

CAG の会編
大好評のゲーム教材の改訂版。初級の文法項目・
語彙を使った 80 のゲームを，シートや絵カードと
共に収録。切り取ってすぐに使える。＜補充用カ
ードセット＞で絵カードの追加購入可。ゲームの
説明は英訳付き。
978-4-7890-1266-9 B5 180頁（カード72枚）
(3,000)円
978-4-7890-1267-6 補充用カードセット B5
2色刷りカード72頁 (1,450)円
'07【発行 ジャパンタイムズ】

新日本語の基礎

初級

新日本語の基礎Ⅰ
会話・練習Ｃイラストシート
(財)海外技術者研修協会編
『新日本語の基礎Ⅰ』全 25 課に対応した初級者向
視覚教材。各課の「会話」場面を 4 コマのイラス
トで効果的に指導。また各課「練習 C」の代入練
習は，各代入肢をイラスト化することで例文運用
力の向上を図る。2 色刷，ファイル装丁ケース入
り。
978-4-906224-79-1 A4 会話25枚，練習C75枚
(9,709)円
'92【発行 スリーエーネットワーク】
みんなの日本語

初級

みんなの日本語初級Ⅰ 第 2 版
絵教材 CD-ROM ブック
スリーエーネットワーク編著
従来は A5 判変形，B4 版変形で発行していた絵教
材を『みんなの日本語初級Ⅰ 第 2 版 本冊』にあ
わせ，CD-ROM 化。大きく印刷して授業で導入，小
さく印刷して配布プリントやテスト作成などいろ
いろ加工できる。
978-4-88319-612-8 B5 64頁 CD-ROM1枚付き
(3,000)円
'12【発行 スリーエーネットワーク】
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カード・ゲーム・絵教材

村野良子,藤川美穂,
豊島教材作成チーム作成・編集

―『新日本語の基礎Ⅰ』準拠―

みんなの日本語

初～上級

初級

みんなの日本語初級Ⅱ 第 2 版
絵教材 CD-ROM ブック

絵で学ぶコミュニケーション
〈会社・生活編〉20 のトピック
COMMUNICATION THROUGH PICTURES

スリーエーネットワーク編著
『みんなの日本語初級Ⅱ 第 2 版 本冊』に準拠し
た絵教材を CD-ROM1 枚に収めたもの。『第 2 版 本
冊』にあわせ，従来の絵教材に収録した語彙を一
部差し替え。347 枚の絵カードを収録。
978-4-88319-667-8 B5 62頁 CD-ROM1枚付き
(3,000)円
'13【発行 スリーエーネットワーク】
みんなの日本語

初級

カード・ゲーム・絵教材

みんなの日本語初級Ⅰ 第 2 版
導入・練習イラスト集

これが日本だ!

飯島ひとみ,芝薫,高本佳代子,村上まさみ著
『みんなの日本語初級Ⅰ 第 2 版 本冊』の主な文
型を導入，練習する際に使用するイラスト集。文
型を視覚的に示すことで，文法構造の理解と運用
力を養成。『第 2 版 本冊』にあわせ，イラストも
一部差し替えた。
978-4-88319-608-1 B5 89頁 別冊40頁 (2,200)円
'12【発行 スリーエーネットワーク】
みんなの日本語

高岸雅子,松本久美子,川越菜穂子著
2～3 枚 1 組がストーリーになった，初級から上級
まで使える新しいタイプの絵教材。学習者はスト
ーリー展開を予測し自由に発話することを通して
既習の文型・表現を復習し，必要な新しい語彙・
表現を習得していく。
978-4-89358-137-2 277×392㎜ 50枚 (6,796)円
978-4-89358-139-6 教え方マニュアル B5 144頁
(1,904)円(品切れ)
'91【発行 凡人社】

刈谷仁美,高橋優子著,
日本語教育研究会資料シリーズ編集委員会編
日本社会の 15 の話題を初級後期～中級者向きの
ロールプレイゲームにしたカード教材。知識伝達
式が多い日本事情を，学習者主体のコミュニケー
ションゲームに変えた新型教材。使用実例も提示。
教師用指導書付き。
978-4-89358-233-1 B5 15組×2
(971)円
'93【発行 凡人社】

初級

みんなの日本語初級Ⅱ 第 2 版
導入・練習イラスト集

すごろくゲーム にほんご探検

飯島ひとみ,芝薫,高本佳代子,村上まさみ著
『みんなの日本語初級Ⅱ 第 2 版 本冊』の主な文
型を導入，練習する際に使用できるイラスト集。
『第 2 版 本冊』にあわせて，語彙および学習項目
を見直し，イラストの一部を修正。
978-4-88319-668-5 B5 107頁 別冊33頁
(2,400)円
'13【発行 スリーエーネットワーク】

JAPANESE ADVENTURE
遊びながら日本語の語彙，漢字，文法の能力を高
められるように工夫された教材。初級者向けに用
意された 3 種類計 45 枚のカードの問題や指示をク
リアしながら，コマを進めていく「すごろく」ゲ
ーム。
(900029) 360×360㎜ 45枚
(1,845)円(品切れ)
'89【発行 凡人社】

スライド式動詞活用表

初級

Allumut Wilke 著

絵で教える日本語

初級

JAPANESE THROUGH IMAGES

野元千寿子,森由紀著
「見て学ぶ」日本語教材として開発された絵カー
ドに，真打ち登場。動詞・形容詞・形容動詞・助
数詞・疑問詞のうち 184 語を選び，128 枚(うち 78
枚は両面使用)で構成。教師用手引きが付き，教師
にも使いやすくなっている。
978-4-89358-129-7 A5 128枚

五段(I グループ)動詞を中心にスライドさせて，
全ての動詞活用が一目で分かるすぐれもの。学習
者の発想から生まれたこの活用表は初級の基礎を
固めるのに最適。
978-4-89358-716-9 A5

日本語かるた
(10,000)円(品切れ)
'89【発行 凡人社】

(550)円
'00【発行 凡人社】
(Ｒ)

水谷信子文,佐竹夕起子絵
初級前半を終了した程度の人が理解できる内容に
なっている。遊びながらひらがなを覚え，文型や
単語の復習ができる。美しい絵札と，ローマ字・
英字併記による文字札で構成。
(900030) 箱101×159㎜ 絵札・文字札 各60枚
(1,800)円(絶版)
'88【発行 凡人社】
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初中～中上級

日本語 TOTAL COMMUNICATION
絵カードブック
高岸雅子著
日本で生活している外国人が遭遇しそうな状況，
現代の日本社会が抱えている問題など 36 トピッ
クを計 44 枚の絵カードにした。各カードの教室活
動のポイントがすぐに見られるように「関連語彙」
「話し言葉」「活動のヒント」がカードの裏に書い
てある。1 枚ずつ切り取って使え便利。
978-4-89358-547-9 B5 87頁 (1,800)円(品切れ)
'03【発売 凡人社】

カード・ゲーム・絵教材
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絵本・子ども向け補助教材
ぬり字シリーズ

初～初中級(英)(日)

馬場雄二著
ぬり絵感覚で，見つけた文字に色を塗っていく「ぬ
り字」シリーズ。迷路のように文字を組み合わせ
た宝島の地図から，一文字ずつ探し出し色を塗っ
ていく。とめ，ハネなど，正しいバランスで塗っ
て宝島を完成させよう。

絵本・子ども向け補助教材

(943021) 低学年 小学1年～3年用シート各1枚
計3枚 (1,000)円
(943022) 高学年 小学4年～6年用シート各1枚
計3枚 (1,000)円
(943038) 続・漢字の宝島 低学年
小学1年～3年用シート各1枚 計3枚 (1,000)円
(943028) 文字の宝島
ひらがな，カタカナ，ローマ字シート各1枚
計3枚 (1,000)円
(943039) 漢字の宝島 四季
春，夏，秋，冬シート各1枚 計4枚，色鉛筆6本
(1,300)円
【発売 奥野かるた店】
かんじ だいすきシリーズ

初級

かんじ だいすき 漢字・絵カード
公益社団法人 国際日本語普及協会著
小学校 1～6 年生の各学年の配当漢字を扱った『か
んじ だいすき～日本語をまなぶ世界の子どもの
ために～』の本冊(一)(二)(三)(四)(五)(六)に準
拠し，学習活動に役立つように作成されたもので
す。漢字カードと絵カードに分かれていますので，
いろいろなゲームやフラッシュカードに使用でき
ます。
978-4-906096-56-5 (一) B7 漢字・絵各84枚
(2,000)円
978-4-906096-57-2 (二) B7 漢字・絵各151枚
(2,800)円
978-4-906096-58-9 (三) B7 漢字・絵各177枚
(2,800)円
978-4-906096-59-6 (四) B7 漢字・絵各175枚
(2,800)円
978-4-906096-60-2 (五) B7 漢字・絵各162枚
(2,800)円
978-4-906096-61-9 (六) B7 漢字・絵各175枚
(2,800)円
'04～08【発行 公益社団法人 国際日本語普及協会】
【発売 凡人社】

160

GOMI TARO'S PICTUREBOOK SELECTION

ESSENCE OF JAPANESE

漢字の宝島/文字の宝島

五味太郎絵本選集パート 1

五味太郎監修,丸山敬介,西原純子,
Leza Lowitz,本名信行制作
五味太郎作の絵本 8 冊と，それらを日本語教材と
して使うためのテキストブック 1 冊が函入りの選
集に。初級文法を解す外国人と経験の浅い日本語
教師が楽しんで学ぶことを願った構成。テキスト
ブックは絵本 1 冊ずつについて，英文対訳，文法
のまとめ，実際の使用レポート，語彙表などを収
載。セット内容－「さる・るるる」「もみのき そ
のみを かざりなさい」「バスがきた」「ヒト ニ
ツイテ」「これは あたま」「仔牛の春」「みんな
が おしえてくれました」「冬/ふゆ」「テキスト
ブック・日本語ってすてきだね！」
978-4-89358-267-6 AB変函入り
(12,427)円
'94【発行 メタローグ】
【発売 凡人社】

図表
White Rabbit Press Kana Poster

初級(英)(日)

White Rabbit Press Kana Poster
Max Hodges 著
ひらがな・カタカナの五十音表をポスターにしま
した。濁音，半濁音もまとめてあり，ローマ字読
みをつけることで日本語を勉強し始めた方でも簡
単に理解が出来るようになっています。
978-4-9908488-4-2 Poster
(2,000)円
'14【発行 White Rabbit Press】

五十音図表
ひらがなとカタカナの五十音表を，外国人向けに
わかりやすく 1 枚の表にまとめたもの。濁音・半
濁音もまとめてあり，動詞の活用形も盛り込んだ
ユニークで使いやすい五十音表。
(900031) 870×600㎜

(700)円
【発行 凡人社】

図表

初中～上級(英)(日)
White Rabbit Press Kanji Poster

White Rabbit Press Kanji Poster v3
Max Hodges 著
改訂常用漢字 2,136 文字を頻出度順にポスターに
配置することで効率よく学習を可能にしました。
別紙インデックスに各漢字の定義および読み方を
収録。日本語能力試験対応。
978-4-9908488-5-9 Poster
(2,800)円
'15【発行 White Rabbit Press】

ひらがなローマ字 50 音表
栗山冨子著
左からカードを並べるこのカラー50 音表は，左端
に母音の口形を配し，1 文字ごとに学習を助ける
絵単語を表示。カラフルで使いやすい仕上がり。
幼児や学童，外国人のひらがな習得，ローマ字学
習に最適。また，失語症の治療用教材としても活
躍中。
＜意匠登録第 1384999 号（発音学習カード）＞
(990545) B3
(500)円
'96【発行 スピーチクリニック臨床心理研究所】
絵単語 50 音表

ひらがなカタカナローマ字 50 音表
The Japanese Syllabary (Hiragana, Katakana,
Romaji)

栗山冨子著
「ひらがな・ローマ字 50 音表」に口形画 AIUEO
とカタカナを加え，日本語 syllabary を完成させ
ました。切り絵の絵単語はいつまでも，可愛く飽
きのこない図柄で好評です。
＜意匠登録第 1384999 号（発音学習カード）＞
(990553) A1（PP貼）
(2,500)円
(990546) A2
(1,200)円
'09【発行 スピーチクリニック臨床心理研究所】
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日本語学習者用
日本語学習者用教科書
視聴覚・補助教材
辞典
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日本語学習用辞典
多義語学習辞典シリーズ
中上級(英)(韓)(中)
イメージでわかる言葉の意味と使い方

日本語学習辞典

日本語多義語学習辞典

動詞編

A Learner's Dictionary of Multi-sense Words:
Verbs

森山新編著

ＮＨＫ日本語発音アクセント新辞典
ＮＨＫ放送文化研究所編
NHK が放送現場で使用する最新のアクセントを収
録した必携版を 18 年ぶりに大改訂／75,000 語収
録／カラー表記／「新しい語」「長い複合語」「地
名」も充実／“5 本”
“15 日”など「ものの数え方」
増ページ／最新の研究成果に基づく「解説」
978-4-14-011345-5 B6 1764頁
(5,000)円
'16【発行 ＮＨＫ出版】

基本動詞のうち多義性の強い 104 語を選び，多義
の構造をネットワーク図で示します。また，イラ
ストとともにそれぞれの意味を説明しますので，
イメージで多義語を理解できます。学習者，教師
ともにおすすめです。
978-4-7574-2049-6 A5 524頁

(3,400)円
'12【発行 アルク】

多義語学習辞典シリーズ
中上級(英)(韓)(中)
イメージでわかる言葉の意味と使い方

日本語多義語学習辞典

荒川洋平編著

英・中・韓対訳付き
→p.51
'08【発行 アスク出版】
仕事で使う！

ビジネス日本語用例辞典

基本名詞のうち多義性の強い 121 語を選び，多義
の構造をネットワーク図で示します。また，イラ
ストとともにそれぞれの意味を説明しますので，
イメージで多義語を理解できます。学習者，教師
ともにおすすめです。
978-4-7574-2047-2 A5 348頁

英・中・韓対訳付き
→p.29

(2,800)円
'11【発行 アルク】

'08【発行 アスク出版】
初中級(日)
常用漢字・送り仮名・現代仮名遣い・筆順
多義語学習辞典シリーズ
中上級(英)(韓)(中)
イメージでわかる言葉の意味と使い方

例解辞典（改訂新版）
高田智和,野元菊雄監修,白石大二編

日本語多義語学習辞典
詞編

形容詞・副

A Learner's Dictionary of Multi-sense Words:
Adjectives & Adveｒbs

今井新悟編著
基本形容詞・副詞のうち多義性の強い 84 語を選び，
多義の構造をネットワーク図で示します。また，
イラストとともにそれぞれの意味を説明しますの
で，イメージで多義語を理解できます。学習者，
教師ともにおすすめです。
978-4-7574-2048-9 A5 308頁

(2,800)円
'11【発行 アルク】

常用漢字表の改定を反映させて 12 年ぶりに改訂。
日常生活に不可欠な語や書き表し方に迷う語を中
心に，国語表記の基準を示します。あらゆる文書
作成に役立つ 1 冊です。
978-4-324-09143-2 A6 750頁
(1,524)円
'10【発行 ぎょうせい】
中～上級(英)(韓)(タ)(中)(日)(ベ)

教師と学習者のための
日本語文型辞典
グループ・ジャマシイ編著
日本語の授業の準備，試験問題作成のために，調
べたい表現をすぐに調べることのできる，初めて
の本格的文型辞典。日本語教師はもちろん，読解，
作文の確認など学習者にも。
978-4-87424-154-7 A5 704頁
(3,300)円
978-4-87424-238-4 中国語訳 簡体字版 中文版
日本語句型辞典 A5 904頁 (2,800)円
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日本語学習用辞典

日本語表現文型辞典

改訂新版

名詞編

A Learner's Dictionary of Multi-sense Words:
Nouns

“生きた”例文で学ぶ

978-4-87424-239-1 中国語訳 繁体字版 中文版
日本語文型辞典 A5 904頁 (2,800)円
978-4-87424-530-9 日本語文型辞典 韓国語版
A5 756頁 (2,800)円
978-4-87424-543-9 日本語文型辞典 タイ語版
A5 854頁 (2,800)円
978-4-87424-678-8 日本語文型辞典 英語版 A5
760頁 (2,800)円
978-4-87424-697-9
日本語文型辞典 ベトナム語版 A5 1,016頁
(2,800)円
'98～16【発行 くろしお出版】
中上級(日)

研究社 日本語口語表現辞典
山根智恵監修・執筆,佐藤友子,松岡洋子,
奥村圭子編集委員・執筆
一般の国語辞典には載っていない，あるいは載っ
ていても使い方や例文が不足しているために，中
上級の日本語学習者が不便を感じたり，日本語教
師が指導するのに苦労している「口語表現」「話し
言葉」に焦点を当てた日本語辞典。
978-4-7674-9112-7 四六 1200頁
(4,600)円
'13【発行 研究社】
日本語学習用辞典

中上級(日)

研究社 日本語コロケーション辞典
KENKYUSHA'S DICTIONARY OF JAPANESE COLLOCATIONS

姫野昌子監修,柏崎雅世,藤村知子,
鈴木智美編集委員
本辞典は，一般の国語辞典ではなかなか引くこと
ができないコロケーション（語と語の慣用的な結
びつき）に着眼した画期的な日本語辞典です。
978-4-7674-9110-3 四六 函入 1304頁 (5,600)円
'12【発行 研究社】

日本語類義表現使い分け辞典
泉原省二著
日本人がふだん何気なく使い分けている類義表現
のそれぞれのニュアンスの違いと使い分けを“日
本語学習者”及び“日本語教師”向けに例文を駆
使しながら示す，まったく類書のない本格派辞典。
978-4-7674-9054-0 A5 1,228頁
(5,400)円
'07【発行 研究社】

語。25,000 以上の例文を収録し，巻末に日本語の
文法解説付き。 ※日本円の価格はご購入時のレ
ートによって変動します。
978-1-56836-506-0 B6 728頁 $33.00
'01【発行 講談社 USA】

ふりがな和英・英和辞典 中～上級(英)
Kodansha's Furigana Japanese Dictionary
中村義勝,吉田正俊編
好評「ふりがな辞典」の和英・英和合本。使用頻
度の高い日本語および英語の基礎となる 30,000
語を収録。すべて漢字・熟語はルビつき。日本語
学習者が困惑しがちな数百の単語・名称・語句を
解説。実用的な例文 30,000 以上収録。 ※日本円
の価格はご購入時のレートによって変動します。
978-1-56836-457-5 B6 1,318頁 $60.00
'99【発行 講談社 USA】
中～上級(英)

ふりがな和英辞典（新装版)
Kodansha's Furigana Japanese-English Dictionary

中村義勝,吉田正俊編
漢字は総ルビ付き，五十音インデックス，収録語
数は 16,000 語。さらに約 50,000 の例文で用例を
明示，ニュアンスの理解を深め，実際の会話を助
ける。 ※日本円の価格はご購入時のレートによ
って変動します。
978-1-56836-422-3 B6 592頁 $30.00
'01【発行 講談社 USA】

くらべてわかる
日本語表現文型辞典
大阪 YWCA／岡本牧子・氏原庸子共著
日本語の表現文型をマスターするのに最適の一冊。
上級学習者が使いこなす必要がある定型的な「基
礎表現」をピックアップ。似通った表現と対比す
ることで，正しい用法が身につくようになってい
る。誤用例を含む豊富な文例が，学習に非常に役
立つ。日本語能力試験 N１レベルの準備学習にも
ぴったりの参考書。
978-4-901429-72-6 A5 368頁
(2,000)円
'08【発行 Ｊリサーチ出版】

日本語実用辞典
日本語基本文型辞典
A Dictionary of Basic Japanese Sentence Patterns
→p.52
'00【発行 講談社 USA】
中～上級(英)

ふりがな英和辞典(新装版)
Kodansha's Furigana English-Japanese Dictionary

中村義勝,吉田正俊編
「ふりがな和英辞典」と対をなす，本格的ふりが
な英和辞典。漢字は総ルビ付き，収録語数 14,000
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(英)(Ｒ)

THE AOTS NIHONGO DICTIONARY
FOR PRACTICAL USE

玉村文郎編纂主任,(財)海外技術者研修協会,
スリーエーネットワーク編
収録語彙数約 10,000。耳で聞いたことばをそのま
まローマ字で引ける，外国人のための日本語辞典。
幅広く実用的な語彙選定に加え，実践的な用例を
満載。英語の基本語約 2,600 から日本語を引くこ
とができる英和リスト付き。
978-4-906224-95-1 B6小 754頁
(3,107)円
'93【発行 スリーエーネットワーク】

初中～中上級(英)

スティープル英和・和英辞典
Taiseido's Steeple English-Japanese
Japanese-English Dictionary

高橋寛,高橋恭子著
主に英語圏の人が日本語を学習するために新たに
編纂した。英和辞典は約 9,150 語，和英は約 9,430
語を収録し，さまざまな国語辞典に加えられた新
語も増強してある。このレベルの語彙数は初心者
には十分である。日本語検定の準備，特に 2 級に
最適である。
978-4-88463-112-3 文庫変形 英和320頁
和英253頁 (1,700)円
'11【発行 大盛堂書房】

助詞・助動詞の辞典

選された見出し語をローマ字で示し，日本語表記
も併記。また，日本語表記による語例及び用例に
はローマ字を併記し，漢字にはふりがなを付す。
巻末には英文による入門日本語文法解説がある。
978-89-17-07060-6 韓国語版 B6 980頁
(2,400)円(品切れ)
(900109) ポルトガル語版 B6 957頁
(5,200)円
(90019) アラビア語版 B6 976頁
(3,600)円
978-346-84-9019-4 ドイツ語版 B6 950頁
(4,280)円(品切れ)
978-968-18-4258-1 スペイン語版 B6 950頁
(6,000)円(品切れ)
978-974-246-141-6 タイ語版 B6 980頁
(2,280)円(品切れ)
'86～94【発行 凡人社】

中上級

初～中級(英)

森田良行著

基礎日本語学習辞典 第二版
助詞，助動詞は，日本語の表現にとって言葉に肉
付けをしていく重要な役割を果たす。本書は一般
の国語辞書では調べられない助詞・助動詞の働き
や性格・発想・意味の違いと文法との関連，表現，
文型について詳細に解説。
978-4-490-10727-2 四六 336頁
(2,800)円
'07【発行 東京堂出版】

中級

森田良行著
三つの品詞について，語種・分類・文型・用法・
特徴・類義語などを語例や一覧表などを掲載して
具体的な例文も示しながら詳細に解説した。文法
上の性質や役割，日本語の特徴を明らかにする。

国際交流基金編
日本語の学習の初期段階で扱われる語を中心とし
た外国人のための和英辞書の第二版。新規見出し
語の追加と使用頻度の低くなった語例の削除及び
用例の変更がされている。見出し語をローマ字か
らひらがなに変更，ローマ字のインデックスを追
加。語彙調査によって精選された 2,981 語の見出
し語は，初期学習者にとっては必要十分なもので
ある。
978-4-89358-554-7 B6 998頁
(3,600)円
'04【発行 凡人社】

978-4-490-10744-9 四六 292頁
(2,800)円
'08【発行 東京堂出版】

漢字辞典

留学生のための二漢字語に基づく

基礎医学術語学習辞典
―日本で働く医療関係者のために―

増田光司,佐藤千史編著,中川健司,
隈井正三著
「医学術語を留学生がいかに効率よく学習できる
ようにするか」という大きな課題を解決するため
に編まれた辞典。「二漢字語辞書」と「医学術語辞
書」に大別されています。付録 CD-ROM にはそれぞ
れの PDF ファイルのほか，自由にデータを利用で
きるように「二漢字語辞書」の一部のテキストフ
ァイルが収載されています。
978-4-89358-605-6 A5 778頁 CD-ROM1枚付き
(3,619)円
'06【発行 凡人社】

基礎日本語学習辞典
初～中級(Ｒ)
THE JAPAN FOUNDATION BASIC JAPANESE-ENGLISH
DICTIONARY

初中～上級(中)(日)
<便利>こんなツールがほしかった！

ちがいがわかる対照表
日本の漢字 中国の漢字
小中学校配当

常用漢字 2136 字

日中漢字対照表

伊奈垣圭映編著,陣条和榮絵
日本の常用漢字と中国の簡体字，繁体字を対照表
にまとめた漢字学習ツール。小中学校配当の常用
漢字 2,136 字を基準に学年別に配列している。中
国語圏の日本語学習者だけでなく，中国語学習者
など様々な漢字環境で活用できる。巻末の音訓索
引，拼音・注音索引で字典としても使える。
978-4-906860-76-0 A5 304頁 二色刷 (2,000)円
【発行 伊奈垣圭映】
【発売 水山産業株式会社出版部】

国際交流基金日本語国際センター編
日本語の学習の初期段階で取り扱われる語を中心
とした外国人のための和英辞書。約 3,000 語の精
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日本語学習用辞典

動詞・形容詞・副詞の事典

BASIC JAPNESE-ENGLISH DICTIONARY 2nd ed.

(中)

中国語の発音から引く

漢字の使い分けときあかし辞典
円満字二郎
「同訓異字」の漢字の使い分けについて，詳しく，
柔軟に，親しみやすい読み物ふうに解説。
978-4-7674-3478-0 四六 608頁
(2,300)円
'16【発行 研究社】

中～上級(英)

日本漢字読み方ハンドブック
用拼音查 日语汉字读音手册

斎藤裕子編
中国語を母語とする人向け。日本の漢字および熟
語の読み方を中国語の発音（ピンイン）から検索
できるようにしたもの。親字 2,000 余字，用例約
13,000 語。用例も中国音順配列。
A5 332頁

(1,800)円
'10【発行 斎藤裕子】

The Kodansha Kanji Synonyms Guide
Jack Halpern 編
世界初の類義漢字字典。意味の似通った漢字を関
連付けて覚えることで，各字の共通点・相違点を
明確に把握でき，語彙力を高めることができる。
Kanji Synonym Group はアルファベット順で記載
されており，概念を表す英語を手掛かりに本字典
を利用することができる。類義漢字グループ数
1,245，掲載熟語・用例数 22,000 以上。
※日本円の価格はご購入時のレートによって変動
します。
（2018 年 2 月発行予定）
978-1-56836-585-5 680頁 （予価）$34.95
'18【発行 講談社 USA】

初中級(日)

日本語学習のための
よく使う順 漢字 2200
徳弘康代編著
新常用漢字の情報とインターネットの検索エンジ
ンで調査した頻度が反映された最新の内容。書体
の別が一目でわかり，部首，各種検定・試験の級
数，筆順，音訓，意味，単語・用例などを収録。
付録に「漢字の知識」「練習問題」「索引」など。
978-4-385-14074-2 A5 544頁
(2,500)円
'14【発行 三省堂】

日本語学習用辞典

The Kodansha Kanji Usage Guide
Jack Halpern 編
世界初の同訓異字語使い分け和英辞典。日本語習
得の障害の一つとされる，間違えやすい同訓異字
語を分かりやすい解説と豊富な用例によって微妙
な違いまで明らかにする価値ある漢字学習書。見
出し語項目数 670，漢字総数 1580，用例約 4800。
※日本円の価格はご購入時のレートによって変動
します。
978-1-56836-559-6 352頁 $22.95
'15【発行 講談社 USA】

その他
研究社 日本語教育事典

上級(日)

近藤安月子,小森和子編
日本語教育に携わる人を対象にし，日本語教育に
関わる重要分野を広く網羅した用語事典。
978-4-7674-9109-7 A5 490頁
(3,200)円
'12【発行 研究社】
日本語学習者のための

副詞用例辞典
常用漢英熟語辞典(新装版)

中級(英)

島本基編
Kodansha's Essential Kanji Dictionary

講談社 USA 編
語彙数 20,000 語，常用漢字 1,945 字を音訓読み・
筆順・英文で説明。部首・音訓・総画の 3 種索引
つき。 ※日本円の価格はご購入時のレートによ
って変動します。
978-1-56836-397-4 B6 928頁 $39.95
'02【発行 講談社 USA】

168

見出し語堂々1,214 語，これで苦手の副用語も完
全制覇。より豊かな 1 ランク上の日本語の文章が
作成できる。盛りだくさんの用例はすべて編者の
書き下ろし。日本語学習者・日本語教師必携の実
用辞典。
978-4-89358-010-8 B6 244頁
(絶版)
978-4-89358-016-0 用例中国語訳 B6
222頁(絶版)
'89【発売 凡人社】

各国語辞典
伊和中辞典（第 2 版）

アラビア語

(伊)

池田廉,在里寛司,他編著
(ア)

パスポート初級アラビア語辞典
本田孝一,石黒忠昭編
日本で初のアラビア語学習辞典。カタカナによる
発音表記や，見出し語に対応する用例を付し，語
の配列も初学者が引きやすいアルファベット順に
するなど，他に見られない特長を満載している。
日アなど付録も充実。
978-4-560-00099-1 B6 461頁
(4,700)円
'97【発行 白水社】

収録語 75,000。学習性と実用性を兼ね備えた本格
的な伊和中辞典。丁寧な文法的説明，豊富な用例，
広範な専門百科語を収録。語誌と語源は，イタリ
アの生活文化の根源にさかのぼり，貴重な情報を
提供。
978-4-09-515402-2 B6 1,858頁
(6,600)円
'99【発行 小学館】

英語

初級(ア)(日)

パスポート日本語アラビア語辞典

山口百々男編著
日常生活に必要な語彙を厳選し，実践的な表現例
を満載した，初めての日本語アラビア語辞典。学
習はもちろん，手紙やメール，会話などに大いに
役立つ。語数 13,000。
978-4-560-00090-8 B6 789頁

(6,200)円
'04【発行 白水社】

日本の文化や歴史，観光名所などを英語で紹介す
るための和英辞典。見出し語数 5,400 語。おせち
料理・能舞台・土俵など 30 項目をイラスト解説。
日本の祭紹介，歴史年表の付録付き。
978-4-384-05183-4 B6 516頁

(3,000)円
'10【発行 三修社】
上級(英)

プログレッシブ英和中辞典（第 5 版）

イタリア語
瀬戸賢一,投野由紀夫編
中上級(伊)

デイリーコンサイス伊和・和伊辞典

上級英和辞典の決定版『プログレッシブ英和中辞
典』，９年ぶりの改訂版が新登場！ 実務に使える
情報を徹底強化，「ビジネスパーソンのためのビ
ジネスツール」として生まれ変わりました。

中型版

藤村昌昭監修,杉本裕之,谷口真生子編
類書中最大の総項目数 10 万 3 千。伊和は 8 万（う
ち見出し 6 万 2 千，用例・成句 1 万 8 千），和伊は
2 万 3 千（うち見出し 1 万 8 千，用例 5 千）。全見
出しにアクセントを色表示。2 色刷。
978-4-385-12266-3 B6変 1,376頁
(3,700)円
'13【発行 三省堂】

978-4-09-510205-4 Ｂ6 2304頁
(3,500)円
'12【発行 小学館】
(英)

プログレッシブ和英中辞典
（第 4 版）
近藤いね子,高野フミ編
収録項目数 93,000，用例数 115,000。定評ある語
義区分に加えて，新語の追加，用例の見直し，日
本の伝統・文化を英語で説明したコラムの新設な
ど，新時代の要請に応えて全面的にリニューアル
した発信型和英辞典。
978-4-09-510254-2 B6 2,114頁
(3,500)円
'11【発行 小学館】
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本田孝一,イハーブ・アハマド・イベード編,
石黒忠昭協力

中級(英)(日)

和英：日本の文化・観光・歴史辞典
［改訂版］

(英)(日)

新ポケットローマ字英和辞典
NEW Pocket Romanized Japanese-English Dictionary

高橋盛雄,本城智子,高橋恭子著
本書は見出し語 9,000 以上からなり，日本語を学
習するのに日常使われるほとんど必要な単語を含
んでいます。特に，経済とコンピューター用語を
新しく組み入れました。見出し語（英語）→

の辞書には載っていない表現を豊富に収録。
978-4-8169-1743-1 A5 1,330頁
(4,800)円
978-4-8169-8155-5 CD-ROM版 （英和・和英）
(11,000)円
'02～03【発行 日外アソシエーツ】

ビジネス技術 実用和英大辞典 (英)
Unno's Real English Dictionary Japanese-English
海野文男,海野和子編

ローマ字→日本語の順に説明しています。
978−4−88463−09−6 A6 644頁
(2,200)円
'14【発行 大盛堂書房】

ネイティブによる自然な英語から取材した生きた
用例を参考に，自在に英文を組み立てられる英語
表現集，和英版。見出し 22,500 語，用例 85,500
件。そのまま使える表現を豊富に収録。

中級(英)(日)(Ｒ)

トラーンスローマ字英和・和英辞典
Trans Romanized English-Japanese
Japanese-English Dictionary

978-4-8169-1744-8 A5 1,210頁
(5,200)円
978-4-8169-8155-5 CD-ROM版 (英和・和英)
(11,000)円
'02～03【発行 日外アソシエーツ】

高橋寛,高橋恭子著
本書は日常必要な単語数として，英語見出し語
5,660，日本語見出し語 6,400 を含み，英和は見出
し語（英語）→ローマ字→日本語，和英は見出し
語（ローマ字）→日本語→英語という順に説明。
978-4-88463-94-7 125×73㎜ 566頁
(2,200)円
'08【発行 大盛堂書房】

韓国語
中上級(韓)

各国語辞典

デイリーコンサイス韓日・日韓辞典
中級(英)(日)(Ｒ)
中型版

ポケットローマ字和英辞典

尹亭仁編

Pocket Romanized Japanese-English Dictionary

高橋寛,高橋恭子著
本書は見出し語 15,500 からなり，日本語を学習す
るのに日常使われるほとんど必要な単語を含んで
いる。見出し語（ローマ字）→日本語→英語の順
に説明。
978-4-88463-082-9 A6 992頁
(2,520)円
'07【発行 大盛堂書房】

携帯に便利な実用性抜群の韓国語辞典。変化の激
しい韓国語の現在を捉えた最新・充実の内容。新
語・専門語を含めて総項目数 13 万。韓日は 8 万項
目，日韓は 5 万項目助詞・助数詞一覧，助詞・形
容詞活用表，日常会話など付録も充実。2 色刷。
978-4-385-12311-0 B6変 1,568頁
(3,800)円
'10【発行 三省堂】

朝鮮語辞典
上級(英)(日)

国際ビジネス英和活用辞典
―国際取引・貿易・為替・証券
International Business Dictionary Global
Transactions, Trade, Currency & Securities

菊地義明編
国際ビジネスで多用される専門用語 4,200 語，関
連語句 12,900 件，文例 4,700 件を収録した英和活
用辞典。貿易，為替，保険から契約書，ビジネス・
レター，各種取引，知的財産権，国際取引関連法
まで幅広い分野をカバー。
978-4-8169-2537-5 A5 520頁
(5,200)円
'15【発行 日外アソシエーツ】
【発売 紀伊國屋書店】

ビジネス技術 実用英和大辞典 (英)
Unno's Real English Dictionary English-Japanese
海野文男,海野和子編
ネイティブによる自然な英語から取材した生きた
用例を参考に，自在に英文を組み立てられる英語
表現集。見出し 19,900 語，用例 83,300 件。普通
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(韓)

KOREAN-JAPANESE DICTIONARY

韓国・金星出版社,小学館共編,油谷幸利,
門脇誠一,松尾勇,高島淑郎編
日韓共同編集による初の本格派辞典。収録語数
110,000，用例 65,000。従来の辞典に入っていな
い語彙・語義も積極的に採録。初心者のために最
重要語と基本語にカナ発音表示を付すなど随所に
工夫をこらした。
978-4-09-515701-6 B6 2,082頁
(7,770)円
'92【発行 小学館】
(韓)(日)

ポケットプログレッシブ
韓日・日韓辞典 第２版
油谷幸利,門脇誠一,松尾勇,高島淑郎編
「韓日」7 万項目，「日韓」2 万項目収録。初学者
にもやさしい充実の内容にリニューアル。「韓日」
には，動詞，形容詞などの用言の活用が一目でわ
かる用言活用ナビつき。「日韓」は生活語彙や料理
用語を中心に増補しました。

978-4-09-506142-9 A6 1522頁
(3,200)円
'13【発行 小学館】

コスモス朝和辞典（第 2 版）

(韓)

978-4-385-12276-2 B6変 1,344頁
(3,600)円
'10【発行 三省堂】

小学館 西和中辞典（第 2 版）

菅野裕臣,他編
大きな文字，見出しは約 18,000。発音は記号とカ
ナの併記，変化形からも引ける。詳しい文法・用
法説明，豊富な例文。南北の綴り・語義の違いも
明記。和朝語彙など付録も充実。韓国新正書法完
全対応。
978-4-560-00097-7 B6変 1,053頁
(4,000)円
'91【発行 白水社】

パスポート朝鮮語小辞典

(ス)

高垣敏博監修
南北アメリカを含む全スペイン語圏をカバー。学
習に研究に役立つ本格的西和辞典。文学，芸術，
IT，スポーツなどの分野の新語も収録し，中南米
後 12,000 を含む，見出し語数 80,000。文法情報
や成句の充実を図り，発音記号も一新。中南米の
発音も併記。
978-4-09-515502-9 B6 2,178頁
(6,600)円
'07【発行 小学館】

初級(韓)(日)

小学館

朝和＋和朝

塚本勲監修,熊谷明泰責任編集,白岩美穂,
黄鎮杰,金年泉編

和西辞典

(ス)(日)

小池和良編集委員代表,安富雄平,廣康好美,
小池ゆかり編

朝和＋和朝でハンディサイズ。韓国標準語に準拠
し，大きな文字で見やすく引きやすい。朝和；頻
度に応じて見出し語を 3 段階に区別，23,000 語。
和朝；6,000 語。ジャンル別単語・会話集；5，000
語，イラスト付き。

初級・中級学習者向け，日常生活語の新しく情報
量の豊かな和西辞典。新語，コロケーション，句
例，熟語などを充実させ，引きやすく実用性の高
い「使える」辞書です。見出し項目 5 万 5 千，用
例 4 万 2 千を収録。

978-4-560-00091-5 B小型 2色刷 640頁

978-4-09-515531-9 B6 1218頁
(4,200)円
'14【発行 小学館】
(ス)

スペイン語ミニ辞典（改訂版）
西和＋和西

ギリシア語

宮本博司編

現代ギリシア語辞典
初～上級(他)
ΝΕΟ ΕΛΛΗΝΟ-ΙΑΠΩΝΙΚΟ
ΛΕΞΙΚΟ
川原拓雄著
川原拓雄氏独力編纂の本格的現代希和辞典。収録
見出し語数は約 34,000 語。欧米諸国にも類を見な
い豊富な情報を満載。歴史上の人物，地名なども
大幅に取り入れ，現代ギリシア小百科としても楽
しめるように工夫されている。
978-4-89798-644-9 第3版 A5 620頁 (18,000)円
'04【発行 リーベル出版】

西和＋和西のハンディな辞典。
2 色刷。西和 15,400
語で実用的な用例，新アルファベット配列，発音
カタカナ表記。和西 4,700 語で例文が多い。衣食
住などのジャンル別図解語彙集 4,500 語付き。
978-4-560-00048-9 B小型 665頁
(2,800)円
'03【発行 白水社】
(ス)

和西辞典（改訂版）

宮城昇,他編
新語や専門語を大幅にふやし,見出し語 35,000，
単語と表現 65,000。中南米のスペイン語も詳しい。
豊富な例文，囲み記事，充実した付録で，初級の
学習者から旅行者，ビジネスマンまで役立つ。
978-4-560-00047-2 B6変 1,443頁
(5,200)円
'00【発行 白水社】

スペイン語
中級(ス)

中国語
デイリーコンサイス西和・和西辞典
中型版
初～上級(中)

寺崎英樹,エンリーケ・コントレーラス編
携帯に便利で実用性抜群のスペイン語辞典。ハン
ディサイズにスペイン語の最新・充実の内容。新
語・専門語を含めて，類書中最大の総項目数
102,500。西和は 77,000 項目，和西は 25,500 項目。
2 色刷。

新華字典（第 10 版）日本語版
宮田一郎編訳
中国で最も権威ある，ベストセラー字典の日本語
版。見出し字 1 万余，単語・フレーズ 3,500 余を
収録。釈義・用例日訳には，社会的・歴史的・文
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(2,600)円
'05【発行 白水社】

化的背景を加筆し，初学者も使える「中日字典」
に改編した。

978-957-9588-91-1 B6 2,368頁
(7,680)円
'01【発行 大新書局】

978-4-332-80020-0 B6変 736頁
(3,000)円
'05【発行 光生館】

中国語常用フレーズ辞典

中級(中)

ドイツ語

王占華編,篠原征子,苞山武義,一木達彦共編
話し言葉や新聞などの書き言葉で常用される「単
語と単語の組み合わせ」を豊富に収録した新しい
中国語辞典。見出し約 3,000，用例約 5,000。日本
語索引付き。
978-4-332-80022-4 B6変 656頁
(2,800)円
'06【発行 光生館】
中上級(中)

アクセス和独辞典

初中級(独)(日)

在間進編集責任
ドイツ語学習者のための最新和独辞典。現代日本
からドイツ語圏まで幅広くカバーする見出し約 5
万 6000 語。最新の句例・文例を豊富に掲載。合成
語，派生形，活用形も多数見出し語として掲載。
978-4-384-04321-1 B6変 2072頁
(5,400)円
'12【発行 三修社】

デイリーコンサイス中日・日中辞典
（第 3 版）
中型版

杉本達夫,牧田英二,古屋昭弘共編
「中日」は親字約 1 万，総収録項目 4 万 1 千。「日
中」は見出し語 2 万 8 千，用例 2 万 2 千。訳語・
訳文をブラッシュアップ。見出し語の訳語と用例
すべてにピンイン付き。2 色刷。
各国語辞典

978-4-385-12170-3 B6変 1,568頁
(3,700)円
'13【発行 三省堂】

中日辞典（第 2 版）

(中)

中級(独)

デイリーコンサイス独和・和独辞典
（第 2 版）中型版
早川東三編
最新正書法を採用した高密度辞典。総項目数 14
万 3 千。見出し 5 万 3 千，用例 2 万 5 千。基本語
3 千は色付き，カナ発音を表示。和独は日常表現
に十分な見出し 2 万 2 千，複合語 1 万 3 千，用例
3 万。2 色刷。
978-4-385-11997-7 B6変 1,440頁
(3,800)円
'10【発行 三省堂】

ZHONG-RI CIDIAN
(独)

北京・商務印書館,小学館共編
日中共同編集によるコンパクトで本格的な中日辞
典の決定版。親字 13,500，用例 90,000。初学者か
ら研究者，ビジネスマンまで学習進度別に使える
編集。熟語見出しにはピンインを併用し引きやす
さを重視。
978-4-09-515602-6 B6 2,258頁
(6,300)円
'03【発行 小学館】

プログレッシブ独和辞典（第 2 版）
小野寺和夫,福原嘉一郎,石塚茂清編
時事語，経済用語，情報用語等を中心に最新の見
出し語約 3 千を追加し，総語数 5 万 3 千。「類語使
い分け表」「機能動詞欄」等の画期的な新コラムを
増設。「和独索引」付き
978-4-09-515022-2 B6 1554頁
(3,800)円
'04【発行 小学館】

初級(中)

プログレッシブ中国語辞典（第 2 版）

初級(独)(日)

武信彰,山田眞一編

パスポート独和・和独小辞典
定評ある初級者用中国語辞典の改訂版。中国語を
はじめて学ぶ人のために，わかりやすい語釈と例
文，理解を助けるさまざまな補足解説など，学び
やすい工夫を数多く盛り込んだ決定版。巻末に「日
中小辞典」付き。
978-4-09-515622-4 B6 1186頁
(3,800)円
'13【発行 小学館】

諏訪功編集代表,太田達也,久保川尚子,
境一三,三ッ石祐子編
類書に比べ大きめの活字なので，見やすく引きや
すい。学習・ビジネス・旅行にと，どんな場面で
も役立つ。独和 15,000 語，発音カナ表記，新旧正
書法対応。和独 5,000 語。さらに便利な図解ジャ
ンル別単語集付き。
978-4-560-00045-8 B小型 2色刷 557頁

新時代日漢辞典（第二版）

(中)

陳伯陶総主編,干乃明,林水福,陳先智,鐘芳珍,
今井幹夫編
総収録語彙数 80,000，学習・日常生活に必要な用
例・文例を豊富に付す。解説図や類義語対比表な
ども盛り込んだ，画期的な実用日漢辞典。(中国語
はすべて繁体字を使用)
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(3,200)円
'04【発行 白水社】

フランス語

ポルトガル語
中上級(仏)

初中級(ポ)

デイリーコンサイス仏和・和仏辞典
（第 2 版）中型版

日本語 ブラジル・ポルトガル語辞典

木内良行,三省堂編修所編
基本語から専門用語まで仏和 7 万 1 千項目，和仏
2 万 5 千項目を収録。すべての見出し語に発音記
号，重要語にカナ発音を併記。訳語を洗練・充実。
会話例を多数収録。2 色刷。
978-4-385-11952-6 B6変 1,312頁
(3,200)円
'12【発行 三省堂】
(仏)

プログレッシブ仏和辞典（第 2 版）
大賀正喜,兼子正勝,川竹英克,田桐正彦,
水林章編

978-4-09-515222-6 B6 1,650頁
(3,600)円
'08【発行 小学館】

978-4-385-12290-8 B6変 864頁
(2,800)円
'10【発行 三省堂】
(ポ)

現代日葡辞典

ジャイメ・コエーリョ,飛田良文編
「日葡辞書」(1603 年)以来の本格的日本語ポルト
ガル語辞典。見出し語 47,000，小見出し 23,000
語を収録。見出し語と用例はすべてローマ字表記
を併記。ポルトガルとブラジルの語形の違いも明
示。
978-4-09-515351-3 菊 1,474頁
(24,000)円
978-4-09-515361-2 コンパクト版 B6変 1,474頁
(3,800)円
'97，10【発行 小学館】

(仏)

現代和仏小辞典

三宅徳嘉,高塚洋太郎,田島宏,大賀正喜,
山方達雄編

ロシア語
コミュニケーションに不可欠な新語を多数収録，
「コンピューター」「ニューメディア」等，関連語
句をジャンル別にまとめた《かこみ》，作文・会話
に便利な表現のまとめ，「固有名詞」「日本的なも
の」他，充実した付録。
978-4-560-00029-8 B小型 774頁
(3,200)円
'94【発行 白水社】
(仏)

パスポート仏和・和仏小辞典
版

第２

ロシア語ミニ辞典

(ロ)

灰谷慶三,他編
露和＋和露のハンディな辞典。露和は約 18,000
語，重要不規則変化形も見出しにあげ，発音はカ
ナ表記。和露は約 5,000 語で用例が多い。旅行や
日常生活に必要な語をジャンルごとにまとめて図
解した項目別語彙集付き。
978-4-560-00067-0 B小型 660頁
(3,400)円
'97【発行 白水社】

内藤陽哉,玉田健二,
クロード・レヴィ アルヴァレス編
豊富な用例でわかりやすい仏和２万語は全見出し
カナ発音付。訳語の違いがコラムでわかる和仏８
千語。ジャンル別語彙集も。大きな文字の２色刷。
978-4-560-00042-7

(2,500)円
'12【発行 白水社】
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各国語辞典

フランス語を初めて学ぶ人に最適な仏和辞典。必
要十分な 3 万 5 千語を収録。「語法」欄で日本人が
誤りやすいポイントを詳細に解説。「比較」欄では
類義語の異同を示すなど，工夫満載。

日向ノエミア編
日本人とブラジル人のコミュニケーションに役立
つ辞典。日常生活で出会う生きた用例を豊富に採
用。初めてポルトガル語を学ぶ人にわかりやすい
カナ発音付き。ブラジル人のためのポルトガル語
による解説も随時掲載。

国語辞典
岩波国語辞典（第七版

新版）

西尾実,岩淵悦太郎,水谷静夫編
現代日本語の基礎を学べる標準的な国語辞典の最
新版。2010 年 11 月の新「常用漢字表」に全面対
応。形容動詞や副詞の語類（品詞）区分を充実さ
せ，助詞・助動詞の接続型を明示。基本語・助詞・
助動詞は特に詳しく解説。総項目数 65,000。
978-4-00-080047-1 B6新 1,730頁
(3,000)円
'11【発行 岩波書店】

くもんの学習小学国語辞典（第四版）
村石昭三監修
すべての漢字がふりがな付きなので日本語を学習
中の外国人にも読みやすく，わかりやすい小学生
用辞典。言葉の意味だけでなく使い方までよくわ
かるように例文を重視。よく使われることばには
英語も表記。
国語辞典

978-4-7743-1905-6 A5 1,248頁
(1,900)円
'11【発行 くもん出版】
中上級(日)

新明解国語辞典（第七版）
山田忠雄主幹,柴田武,酒井憲二,倉持保男,
山田明雄,上野善道,井島正博,笹原宏之編
判形を大きくし，紙面を刷新。「文法」欄を新設。
文法事項について詳しく解説。新語を含めて，収
録語数をさらに増やし，項目数 77,500。新しい「常
用漢字表」に対応。2 色刷。
978-4-385-13107-8 B6 1,728頁
(3,000)円
'12【発行 三省堂】

明鏡国語辞典 第二版
北原保雄編
現代日本の言語生活に必要な約 7 万項目を収録。
新しい「常用漢字表」に完全対応し，付録に「常
用漢字一覧」を収録。「敬語の指針」に完全対応し，
敬語の 5 分類を導入。誤用と敬語がわかる別冊「明
鏡 問題なことば索引」付き。
978-4-469-02117-2 B6変 本体1,954頁・別冊96頁
(2,900)円
978-4-469-02118-9 大型版 A5
本体1,958頁・別冊96頁 (4,800)円
'10～11【発行 大修館書店】
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分類語彙表（増補改訂版）
Word List by Semantic Principles, Revised and
Enlarged Edition
→p.209
'04【発行 大日本図書】

漢字・漢和辞典
学生・教師・社会人のための

改訂

初～中級(英)

中上～上級(日)

The Kodansha Kanji Learner's
Course

漢字ハンドブック

平成 22 年 11 月 30 日内閣告示による

近藤政美,濱千代いづみ編著
改定「常用漢字表」の漢字を，小学校で学習する
教育漢字とそれ以外の 2 種に分類。前者を主とし，
間違えやすい筆順や迷いやすい部首も一目で確認
できる便利な漢字ブック。表記法の指導・勉強・
確認に。
978-4-7576-0769-9 B5 192頁
(1,800)円
'06【発行 和泉書院】

Andrew Scott Conning 著
『講談社漢英学習字典』の姉妹編。本書のメソッ
ドを身につければ，約 2300 の漢字について，意
味・読み・主要熟語が無理なく覚えられる。短期
間で日本語が読めるようになりたい人に，必携の
一冊。 ※日本円の価格はご購入時のレートによ
って変動します。
978-1-56836-526-8 A5変
704頁 $34.00
'13【発行 講談社 USA】

楽しい漢字教室
石井勲著

978-4-324-02270-2 A5 1050頁
(3,400)円
'90【発行 ぎょうせい】

くもんの学習小学漢字字典（第四版）
和泉新監修
小学校配当漢字 1,006 字を配当学年別に収録。低
学年のページは，使いやすいように大きな字を使
用。学習した漢字が確認できるチェック欄表示。
漢字の成り立ちの絵，クイズなど，読んで楽しい
字典。漢字は全てふりがな付き。
978-4-7743-1906-3 A5 704頁
(1,700)円
'11【発行 くもん出版】
中～上級(英)

The Kodansha Kanji Dictionary
Jack Halpern 編
定評ある『新漢英字典』（研究社版）の新訂版。
1037
字を増補した見出し漢字全 5458 字は，標準字体以
外の字体も満載。音・訓読みと熟語の読みをロー
マ字からひらがなに改訂した。付録も拡充した。
※日本円の価格はご購入時のレートによって変動
します。
978-1-56836-408-7 A5
2112頁 $79.95
'13【発行 講談社 USA】

中級(英)

The Kodansha Kanji Learner's
Dictionary: Revised and Expanded
Jack Halpern 編
世界で最もポピュラーな漢字学習字典の最新版。
新常用漢字と人名漢字をすべて収録。音・訓読み
と熟語の読みをローマ字からひらがなに改め，よ
り幅広く「名乗り読み」と「字体」を収録した。
※日本円の価格はご購入時のレートによって変動
します。
978-1-56836-407-0 B6
1296頁 $45.00
'13【発行 講談社 USA】
正しくきれいな字を書くための

漢字筆順ハンドブック（第三版）
江守賢治著
新「常用漢字表」（平成 22 年 11 月内閣告示で改定）
に対応。見出し字は毛筆，筆順はペン書き。学習
漢字を中心に美しく正確に書くためのポイントを
明示。ひらがな・カタカナ・ローマ字の筆順付き。
978-4-385-20075-0 四六 256頁
(760)円
'12【発行 三省堂】
(中)

中国人のための
漢字の読み方ハンドブック
大越美恵子,高橋美和子編
収録漢字 2,674 字，収録熟語 17,761 語，音訓索引，
総画索引付き。簡体字，繁体字を並記。ピンイン(中
国の発音記号)で日本語の読み方と意味が引ける
ハンドブック。
978-4-88319-066-9 A5 379頁
(1,800)円
'97【発行 スリーエーネットワーク】
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漢字・漢和辞典

小学校学年別に配当漢字を収録。画数，筆順，使
い方や熟語例はもちろん，成り立ちについては絵
解きで紹介し，漢字の意味が自然と理解できます。
一字に一頁使用した贅沢な構成で，読み物として
もお薦めです。

上級(英)(日)

外国人のための漢字独習辞典
The New Kanji Dictionary:A Component Approach to
Study Kanji

ナンシーY.ササオ監修,宮本裕著
漢字の一点一画をもれなく解説し，その字源を示
して意味を帰納させる。さらにコンポーネントの
説明だけでは不十分な歴史，風習，伝統，外来の
字，熟語も掲載した本邦初の辞典。日本語教師必
読，必携の書。掲載漢字 5245 字。
A5 1,350頁
(8,000)円
'88【発行 日本語インスティチュート】

漢字・漢和辞典
176

語学・文法辞典
実例詳解

上級(日)

日本語文法事典
古典文法総覧

日本語文法学会編
小田勝著

文法範疇別の形式で記述した最大規模の古典文法
書。一般的な用語を用い通言語的に古典文法を詳
細に知ることができ，332 作品から実例を掲示。
古典文法・文学の学習者，研究者および現代語研
究者にも必携の書。
978-4-7576-0731-6 A5 752頁
(8,000)円
'15【発行 和泉書院】

重要事項 514 項目を 50 音順に配列し，わかりやす
く解説。多角的な論議が交わされている事項につ
いては立脚点の異なる複数の研究者が執筆し，問
題点を全体像の中で捉え直し複眼的な視点から今
後を展望する基盤を提供する。
978-4-469-01286-6 Ａ5 762頁
(8,000)円
'14【発行 大修館書店】

岩波 日本語使い方考え方辞典
北原保雄監修
「一〇,十」
「杯,盃」「さみしい,さびしい」「持た
せる,持たす」など，日本語を使う時に迷う点を整
理し，疑問の解決に役立つ言葉の考え方や公的な
基準を約 180 の項目にまとめる。言葉の捉え方が
誰にでも分かる実用辞典。
語学・文法辞典

978-4-00-080206-2 B6新 556頁
(3,000)円
'03【発行 岩波書店】

てにをは辞典
A Dictionary of Japanese Particles
→p.52
'99【発行 講談社 USA】

日本語基本文法辞典
A Dictionary of Basic Japanese Grammar
→p.53
'89【発行 ジャパンタイムズ】

日本語文法辞典〔中級編〕
A Dictionary of Intermediate Japanese Grammar
→p.53
'95【発行 ジャパンタイムズ】

日本語文法辞典〔上級編〕
A Dictionary of Advanced Japanese Grammar
→p.53
'08【発行 ジャパンタイムズ】
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表現・用字用語辞典
初～上級(英)(韓)(中)

新しい国語表記ハンドブック（第七
版）

絵でわかる
日本語使い分け辞典 1000

三省堂編修所編
荻原稚佳子著

「さらさら」と「ざらざら」の違い，「話す」と「し
ゃべる」の違いなど，音や意味が紛らわしい日本
語を 1,000 語以上集め，それらの違いを 3 ヶ国語
（英語・中国語・韓国語）対訳とイラストでわか
りやすく説明しています。
978-4-7574-0950-7 A5 204頁

日本語の書き表し方のすべてがわかる，実用資料
集の改訂版。新たに「「異字同訓」の漢字の使い分
け例」（平成 26 年報告），「常用漢字表 音訓索引」
に小中高の割り振りを加えた。2 色刷。
978-4-385-21138-1 四六 304頁
(740)円
'14【発行 三省堂】

(2,200)円
'06【発行 アルク】

和泉事典シリーズ 9

上級(日)

新明解日本語アクセント辞典
（第 2 版） CD 付き
金田一春彦監修,秋永一枝編

国語表現事典
榊原邦彦著

表現・用字用語辞典

日本語の基本に頁を多く割き，論文，小論文の書
き方，敬語，手紙などの文章表現及び挨拶，接遇
などの口語表現の各事項につき詳しく述べた。読
点の付け方，語順，助詞の用法など従来軽視され
ていた事項にも力を注いだ。
978-4-87088-967-5 四六 376頁
(2,500)円
'99【発行 和泉書院】
日本語

収録語数を約 76,600 語に増補。話し言葉を中心に，
文章語に用いられる雅語や漢語，地名，人名も収
録。鼻音化，母音の無声化やアクセント変化も注
記。放送，演劇や朗読等に必携。巻末には「アク
セント習得方法」。CD に音声を収録。
978-4-385-13672-1 B6 1,152頁 CD付き
(4,000)円
'14【発行 三省堂】

上級(日)
初級(日)

語感の辞典
大修館 最新国語表記ハンドブック
中村明著
大修館書店編集部編
「必死・命懸け・死に物狂い」……人は無意識に
「意味」と「語感（＝語のもつ感じ）」の双方から
その場に適した言葉を選ぶ。著者の研究の集大成
として「語感の違い（＝ニュアンス）」に挑んだ辞
典が「蘊蓄・学識・知識」満載で初登場。
978-4-00-080313-7 四六 1,196頁
(3,200)円
'10【発行 岩波書店】

国語表記の目安を手軽に調べられる，コンパクト
で実用的な資料集。2010 年改定の常用漢字表など
の各種資料を収録。問題となることが多い事項に
ついては語例集や検索表を作成し，調べやすく使
いやすい構成に。
978-4-469-22219-7 四六 256頁
(700)円
'12【発行 大修館書店】

初級

慣用句諺語活用辞典
くもんのことば絵じてん
改訂新版

姚義久著

Children's Picture Dictionary

公文公監修
身近な場面や楽しい絵と「ことば」を対比させな
がら覚える。日常生活の基本語約 1,500 語を収録。
場所別，概念別などにことばをグループ分けして
関連づけ。それぞれの場面についたリード文で絵
本感覚でことばを覚えられる。
978-4-7743-1338-2 B5 336頁
(2,700)円
'07【発行 くもん出版】
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中～上級(中)(日)

日本人の会話，日本のドラマや漫画など，日本人
の生活で使われている成語やことわざ，慣用句を，
著者の長年の日本留学経験やビジネス経験をもと
に作られた豊富な例文から学びます。
978-986-6438-26-4 170×230 352頁
(2,400)円
'10【発行 大新書局】

比較文化辞典
日本人の考え方を
英語で説明する辞典
AN ENGLISH DICTIONARY OF JAPANESE WAY OF THINKING

本名信行,Bates Hoffer 編
“What do you think about Japanese～?”と問わ
れたとき，あなたならどう答えるか。日本人の考
え方を伝えるのにふさわしい 120 項目について，
わかりやすい英語で表現した，国際人必携の 1 冊。
978-4-641-07521-4 四六 356頁
(2,000)円
'89【発行 有斐閣】

日本文化を英語で説明する辞典
AN ENGLISH DICTIONARY OF JAPANESE CULTURE For
Cross Cultural Understanding

本名信行,Bates Hoffer 編

比較文化辞典

本書は，日本の文化や風習を理解するために必要
なことば 300 語を選び，社会的背景を視野に入れ
たわかりやすい解説を，英語と日本語で付した。
英語表現力の習得と日本文化の正確な理解が得ら
れる便利な辞典。大好評。
978-4-641-07492-7 四六 370頁
(1,900)円
'86【発行 有斐閣】
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教師用
教師用参考書

183

日本語教授法
実践にほんご指導見なおし本
[語彙と文法指導編]
K.A.I.T 編著
教師が授業準備をする際に改めて日本語の本質を
探るための指南書。初級クラスで頻出の文法･文型
や語彙を中心に，マニュアルに頼らずに授業を組
み立てていくことを目指す。先輩教師からの実践
的アドバイス満載の一冊。
978-4-87217-486-1 A5 240頁
(1,900)円
'03【発行 アスク出版】

実践にほんご指導見なおし本
[機能語指導編]
K.A.I.T 編著
中級クラスで頻出の機能語を中心に，マニュアル
に頼らず自分の力で授業準備をするための指南書。
教科書にあるから教えるのではなく，本当に使う
日本語を実際に使えるよう指導する術を身につけ
る。
978-4-87217-487-8 A5 240頁
(1,900)円
'03【発行 アスク出版】

新・はじめての日本語教育 1 [増補
改訂版]
日本語教育の基礎知識

日本語教育に関する基本的な知識が学べる，教師
必携のシリーズ。音声，文法，表記，語彙，社会
言語学など日本語を教えるのに必須かつ専門的な
内容を，やさしく無理なく学習できる。最新の理
論と第 9 章「学習ストラテジー」を加えた増補改
訂版。
978-4-87217-993-4 B5 328頁
(1,900)円
'16【発行 アスク出版】

新・はじめての日本語教育 2 [増補
改訂版]
日本語教授法入門

高見澤孟著
日本語教育に関する基本的な知識が学べる，教師
必携のシリーズ。コースデザインやレベル別指導
法なども解説し，理論だけでなく実践力を養う。
最新の教授法を加えた増補改訂版。

高見澤孟監修,高見澤孟,伊藤博文,
ハント蔭山裕子,池田悠子,西川寿美,
恩村由香子著
日本語教育に関する基本的な知識が学べる，教師
必携のシリーズ。日本語教育能力検定試験や論文，
文献などに頻出の用語を約 1,500 語収録。テキス
ト 1・2 との併用で，学習効率アップ！
978-4-87217-516-5 A5 280頁
(2,500)円
'04【発行 アスク出版】

DVD 新・はじめての日本語教育
日本語の音声
高見澤孟監修
日本語の音声学の基礎を，わかりやすくまとめた
DVD。単に日本語の音声や特徴がつかめるだけでな
く，自分の発音のクリニックもできる。テキスト
『新・はじめての日本語教育 1 日本語教育の基
礎知識』第 2 章に対応。
978-4-87217-683-4 DVD 40分
(4,500)円
'08【発行 アスク出版】

DVD 新・はじめての日本語教育
初級の指導
高見澤孟監修
初級レベルの実際の授業風景を，要点を整理して
収録。まったく教授経験のない人でも，どう教え
たらいいのか具体的なイメージがつかめる。テキ
スト『新・はじめての日本語教育 2 日本語教授
法入門』第 3・4 章に対応。
978-4-87217-684-1 DVD 30分
(4,500)円
'08【発行 アスク出版】

DVD 新・はじめての日本語教育
中上級の指導
高見澤孟監修
タスクやプロジェクト・ワーク，ニュースや新聞
といった生教材を使った指導など，コミュニケー
ション能力を養成する教室活動を，要点を整理し
て収録。テキスト『新・はじめての日本語教育 2
日本語教授法入門』第 5～7 章に対応。
978-4-87217-685-8 DVD 30分
(4,500)円
'08【発行 アスク出版】

978-4-87217-994-1 B5 200頁
(1,900)円
'16【発行 アスク出版】
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高見澤孟監修,高見澤孟,ハント蔭山裕子,
池田悠子,伊藤博文,宇佐美まゆみ,西川寿美,
加藤好崇著

新・はじめての日本語教育
基本用語事典

(日)

978-4-7574-2286-5 B5 127頁

(2,000)円
'13【発行 アルク】

日本語教師のための多読授業入門
NPO 多言語多読（旧日本語多読研究会）監修,
粟野真紀子,川本かず子,松田緑著
日本語多読の理論と方法がよくわかる，教師向け
指南書。『レベル別日本語多読ライブラリー』を中
心とした読みものの紹介や，日本語学校，大学，
ボランティア教室からの報告，学習者の声など，
授業実践に役立つ情報が満載。特設サイトで授業
の動画も見られる（購入者のみ）。
978-4-87217-813-5 A5 136頁
(1,200)円
'12【発行 アスク出版】

日本語教育に生かす
第二言語習得研究

日本語教師の 7 つ道具シリーズ

④語彙授業の作り方編
大森雅美,鈴木英子著
なぜ漢字が難しいのかに始まり，漢字授業の基本
的な作り方，学習者のタイプ別授業の組み立て方
などの紹介。さらに「わかる」「覚える」「使う」
ための授業例も紹介しています。巻末には漢字の
部品絵カードを収録。
978-4-7574-2285-8 B5 127頁
(2,000)円
'13【発行 アルク】
日本語教師の 7 つ道具シリーズ

⑤読解授業の作り方編
迫田久美子著
大森雅美,鴻野豊子著
外国語はどのように習得されるのか，誤用はなぜ
起こるのかなど，第二言語習得について考える。
実際の誤用例や最近の研究結果などを数多くまじ
えた解説で，日本語教育と第二言語習得研究のか
かわりがよくわかる。
978-4-7574-0522-6 A5 243頁
(2,800)円
'02【発行 アルク】
日本語教師の 7 つ道具シリーズ

学習者が「読めた」「読めるようになった」と実感
するために，どんな授業をしていけばいいか。本
書では，読み方の種類や授業の目的について整理
し，基本的な授業の流れを解説し，豊富な授業例
も紹介しています。
978-4-7574-2405-0 B5 127頁

(2,000)円
'13【発行 アルク】

日本語教師の 7 つ道具シリーズ

①授業の作り方 Q&A78

⑥聴解授業の作り方編
大森雅美,鴻野豊子著
大森雅美著
養成で文型の教え方は教わるものの，実際の授業
では立ちはだかるさまざまな壁があります。本書
は，授業の作り方にまつわる疑問を網羅し，新人
からベテランまで読めば納得の 1 冊です。基本ス
キルを理解するのに最適です。
日本語教授法

978-4-7574-2249-0 B5 140頁

(2,000)円
'12【発行 アルク】

日本語教師の 7 つ道具シリーズ

学習者が頭を悩ませる 7 つの“聴解の壁”，それを
乗り越えるための聴解の授業例をできるだけ具体
的に紹介しています。チャンツを使った音声素材
やシャドーイング用の音声素材が読者特典として
ダウンロードできます。
978-4-7574-2406-7 B5 127頁

(2,000)円
'13【発行 アルク】

日本語教師の 7 つ道具シリーズ

②漢字授業の作り方編
⑦会話授業の作り方編
大森雅美,鈴木英子
鴻野豊子著
なぜ漢字が難しいのかに始まり，漢字授業の基本
的な作り方，学習者のタイプ別授業の組み立て方
などの紹介。さらに「わかる」「覚える」「使う」
ための授業例も紹介しています。巻末には漢字の
部品絵カードを収録。
978-4-7574-2285-8 B5 127頁

(2,000)円
'13【発行 アルク】

日本語教師の 7 つ道具シリーズ

③作文授業の作り方編
大森雅美,鴻野豊子著
作文授業に対する学習者と教師のため息を確認す
ることで，作文授業の問題点を洗い出し，作文授
業の基本的な作り方，授業の組み立て方などを解
説。授業中の対応の仕方，添削方法，授業のアイ
ディアも紹介しています。
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「会話ができない」原因を整理し，会話授業の基
本の流れを押さえます。学習者への対応の仕方や，
カリキュラムの組み方，評価のあり方など，教材
例とともに挙げ，授業の形式，テクニックも具体
的に紹介しています。
978-4-7574-2407-4 B5 139頁
(2,000)円
'13【発行 アルク】

日本語教師の 7 つ道具シリーズ+（プラス）

子供達に教える日本語
TEACHING JAPANESE TO BOYS AND GIRLS

教案の作り方編
横溝紳一郎,坂本正監修・著
教案を書かなければならない方から教案指導をし
ている方におすすめです。教案ってそもそも何？
や教案作成の手順を具体的に紹介しています。現
役日本語教師 20 名の実際の教案付き。
978-4-7574-2801-0 B5 119頁 別冊45頁
(2,500)円
'16【発行 アルク】

東中川かほる,町田純子著
978-4-89358-245-4 B5 175頁
(絶版)
'93【発行 インターンシッププログラムス】
【発売 凡人社】

実践のふり返りによる日本語教師
教育

日本語教師のための
音声教育を考える本

成人学習論の視点から

池田広子,朱桂栄著
小河原義朗,河野俊之著
本書では「教え方がわからない」「通じればよい」
といわれる音声教育について，その必要性や，計
画的に教えるために欠かせない事柄を丁寧に吟味
しています。音声教育のコースデザイン，一緒に
考えてみませんか。
978-4-7574-1592-8 A5 146頁

(2,200)円
'09【発行 アルク】

多様化する国内外の日本語教育。その任を負う指
導者養成のため，日本語教師の教育や支援におけ
る省察的実践，成人学習論，協働や教師コミュニ
ティの必要性を明らかにし，具体的な実践とその
意義を探る，必携の一冊。
978-4-902455-38-0 A5 192頁
(2,800)円
'17【発行 鳳書房】

第二言語習得における作文教育の
意義と特殊性

日本語教師のための
テスト作成マニュアル

石毛順子著
伊東祐郎著

日本在住の韓国語を母語とする日本語学習者の作
文活動を心理学的な観点から捉え，第二言語教育
環境にある日本語教育の現場に即した提案を行っ
ていこうとする書。
978-4-7599-1904-2 A5 184頁
(5,500)円
'12【発行 風間書房】

「どうやって教える？」にお答えします

第 2 言語による作文産出の
認知心理学的研究

日本語の教え方 ABC

学習者主体の言語教育のために

石橋玲子著
寺田和子,三上京子,山形美保子,和栗雅子著
初級で教える内容を，文法項目により 30 課に分け
て，文型・文法知識の整理・教え方の例・活動例
と順を追って説明。教室活動の流れがよくわかる
入門書。すぐに使える教材集も付いている。
978-4-87234-915-3 A5 252頁
(1,900)円
'98【発行 アルク】

国内外の日本語学習者の作文産出に関する研究結
果をまとめ，その知見から学習者の認知過程，認
知要因，情意要因に配慮した第２言語の作文教育
への示唆を提示する。
978-4-7599-1930-1 A5 278頁
(7,500)円
'12【発行 風間書房】

日本語の教え方を一から学び直したい人へ

入門 書き方の指導法
石田敏子著
平仮名，カタカナ，漢字，ローマ字などの文字か
ら，言葉，文章，作文教育に至るまで，「書き方教
育」についてのすべてを整理しました。現役日本
語教師の参考書に，また，検定試験の対策書とし
ても活用できる 1 冊です。
978-4-7574-1271-2 A5 176頁
(2,200)円
'07【発行 アルク】

日本語教材研究の視点
新しい教材研究論の確立をめざして

吉岡英幸,本田弘之編
日本語教材を多角的に捉え，どのような視点から
研究が可能かを検討する入門書。日本語教材の歴
史，第二言語習得やコーパスから見た分析，教材
と教員の役割など全 9 章。「日本語教材目録デー
タベース」の解説も収録。
978-4-87424-716-7 A5 240頁
(2,400)円
'16【発行 くろしお出版】
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「テストが変われば，授業が変わる！」と言われ
るように，テストの改善は，授業の改善に直結し
ます。教師が学習者の知識・運用能力を測るだけ
でなく，学習者の学習意欲が高まるテスト作りを
提案します。
978-47574-1471-6 A5 167頁
(2,200)円
'08【発行 アルク】

現場に役立つ日本語教育研究 1

データに基づく文法シラバス

コミュニケーションのための
日本語教育文法

山内博之シリーズ監修,庵功雄,山内博之編
野田尚史編
日本語教育においてこれまで教師の直観によって
作られていた文法シラバスを，データに基いて科
学的かつ多角的に再検討する。その上で「究極」
とも言える初級文法シラバスの内容を提示。日本
語教育関係者必読の書。
978-4-87424-663-4 A5 280頁
(2,400)円
'15【発行 くろしお出版】

文法が変わらなければ，日本語教育は変わらな
い！ コミュニケーション重視の新しい「日本語
教育文法」のための 10 章からなる提言。日本語教
育関係者必読の一冊。
978-4-87424-334-3 A5 232頁
(2,400)円
'05【発行 くろしお出版】

日本語教育のためのコミュニケーシ
ョン研究
現場に役立つ日本語教育研究 2

ニーズを踏まえた語彙シラバス
山内博之シリーズ監修,森篤嗣編
「言語の習得に必要な語を理念やニーズに基づい
て配列し，学習者に提示するためのもの」である
「語彙シラバス」について，コーパスなどの客観
的データを分析することで，各ニーズに最適な語
彙シラバスを提案する。
978-4-87424-715-0 A5 280頁
(2,400)円
'16【発行 くろしお出版】

野田尚史編
日本語教育をコミュニケーション重視のものにす
るには，目的に合わせた研究が必要だ！ 日本語
教育に役立つ研究を具体的に示し，新たな日本語
教育学の構築を目指す。『コミュニケーションの
ための日本語教育文法』の姉妹版。
978-4-87424-555-2 A5 232頁
(2,400)円
'12【発行 くろしお出版】

日本語教師のための CEFR
奥村三菜子,櫻井直子,鈴木裕子編

現場に役立つ日本語教育研究 5

コーパスから始まる例文作り
山内博之シリーズ監修,中俣尚己編

日本語教授法

日本語教師が説明に困るような「中上級のアカデ
ミックライティングなどで必要となる項目」を，
コロケーションとコンテクストに注目し使用実態
を記述。日本語教師が日々の授業で使用する例文
を作る際のヒントを示す。
978-4-87424-731-0 A5 256頁
(2,400)円
'17【発行 くろしお出版】

心ときめくオキテ破りの日本語教授
法
五味政信,石黒圭編著
日々理想の教室作りに試行錯誤している日本語教
師のために，学習者主体の「心ときめく」授業を
目指した新しい日本語教授法。教師が抱える様々
なオキテを創造的に壊し，学習者の力を最大限に
引き出す秘訣，活動のアイデアが満載。
978-4-87424-696-2 A5 216頁
(2,200)円
'16【発行 くろしお出版】
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CEFR（外国語の学習，教授，評価のためのヨーロ
ッパ共通参照枠）について，その背景や基本的な
考え方を Q&A 方式で紹介する第一部と，CEFR を参
照した日本語教育の実践例を紹介した第二部から
成る入門書。
978-4-87424-701-3 A5 200頁
(2,000)円
'16【発行 くろしお出版】

日本語教師のための評価入門
近藤ブラウン妃美著
評価がわかれば，日本語指導は変わる。全米最大
の日本語教育機関であるハワイ大学で，長年日本
語教育に携わってきた著者が，「評価」に関する基
礎的な事項から実践の方法まで惜しみなく解説。
授業に役立つ実践例や資料も多数収録。
978-4-87424-556-9 B5 272頁
(2,800)円
'12【発行 くろしお出版】

日本語を教えるための第二言語習得
論入門
大関浩美著,白井恭弘監修
日本語教師にとって「これだけは知っておきた
い！」第二言語習得の考え方を豊富な実例をもと
にやさしく紹介。「日本語教育になぜ第二言語習
得論が必要か」という疑問に答える一冊。練習問
題付。半期の授業に最適。
978-4-87424-480-7 A5 216頁
(1,800)円
'10【発行 くろしお出版】

コンピュータが支援する
日本語の学習と教育

テスティングの基礎理論
野口裕之,大隅敦子著

日本語 CALL 教材・システムの開発と利用

水町伊佐男著
現代の情報化社会における日本語教育の背景から，
日本語 CALL の開発・利用に関する実践的な事例，
多面的な課題を具体的に検討。日本語 CALL の全体
像と方向性を捉える。
978-4-87440-951-0 A5 360頁

(2,800)円
'06【発行 溪水社】

日本語教育や英語教育など外国語教育の研究や，
実践場面でテストを用いる際に必要なテスティン
グの基本と最新理論とを広く網羅したテスティン
グの解説書。
978-4-327-38464-7 A5 196頁

(2,800)円
'14【発行 研究社】

日本語教師のための Q&A
泉原省二著

日本語 CALL コースウェアのアイデ
ア
水町伊佐男編著
前著『コンピュータ活用』での基礎知識をもとに
日本語コースウェアを各自が購入したソフトウェ
アを使って作成。作品中のテキストデータやプロ
グラム（コード）も掲載。
978-4-87440-621-2 A5 164頁

(1,200)円
'00【発行 溪水社】

文型の使い分けや，敬語の使い方，類義語の微妙
な意味の違い，発音・アクセントの指導法など，
教師と学習者から寄せられた 115 の疑問に答える。
英語圏やアジアの学習者が間違えやすい点に配慮
した丁寧な解説が特長。
978-4-327-38454-8 A5 260頁

(2,200)円
'09【発行 研究社】

日本語教師が知らない動詞活用の教
え方
海老原峰子著

日本語教育への道程
日本語・日本事情の授業の軌跡

橋本澄子著
中国天津市南開大学・鳴門教育大学・徳島大学な
どで実施した日本語・日本事情の教育の授業記録。
スピーチコンクール指導，作文指導ほか本格的で
創意に溢れた実例集。
978-4-87440-698-4 A5 152頁

(2,500)円
'02【発行 溪水社】

やさしい日本語指導 1
社会・文化・地域 <新版>
池田悠子著

理論と実証と

宮本節子著
マルチメディア型リーディング教材「電子ブック」
を開発。授業，実験，調査，多面的評価により，
マルチメディア学習の過程と成果を認知面・情意
面の両方向から探る。
978-4-87440-637-3 A5 316頁

(6,500)円
'01【発行 溪水社】

わたしの考える日本語教育
許夏玲編,荒井直美,何丹芝,
DALKIRAN Ayş e Nur,潘蓉著
日本語学・日本語教育学研究者による共著。現代
日本語の授受表現の使用実態に関する研究，中国
人日本語学習者の聞き手行動の研究，ほか。
978-4-86327-338-2 A5 118頁
(2,000)円
'16【発行 溪水社】

日本語教員に必要とされる能力，知識とは何か。
日本語教員として研鑚を積みたい方，異文化接触
に興味をもつすべての方におすすめの一冊です。
978-4-89358-835-7 A5 111頁
(1,200)円
'12【発行 国際日本語研修協会】
【発売 凡人社】

（Kindle 版）やさしい日本語指導 3
日本語教育の歴史と現状〈増補版〉
国際日本語研修協会監修,酒井順一郎,
椎名和男,鈴木紳郎,遠藤由美子,佐藤正則,
宮川百合子,山田光子,池田朋子,与五沢弘美,
大田美紀著
国際交流は古代から行われていたはずです。科学
技術が進歩して国際交流が盛んになれば外国語学
習，日本語教育の必要性が強くなってきます。戦
前においても日本の拡張とともに日本語教育があ
りました。その経緯をたどって，現状を確認して
いただきたい。
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マルチメディア語学学習教材の開発
と評価

従来の｢ます形｣だけを教える日本語教授法の限界
を克服する，6 つの動詞活用を含む基礎がマスタ
ーできる独自の方法｢ニュー・システムによる日本
語｣を開発｡飛躍的に教育効果があがったと高い評
価を受けている｡
978-4-87798-612-4 A5 188頁
(1,700)円
'15【発行 現代人文社】
【発売 大学図書】

ASIN:B00VJLTOYW A5 127頁
(551)円
'15【発行 アークアカデミー】

やさしい日本語指導 4
文法/文体
国際日本語研修協会監修,奥澤美佐著
日本語の文法を説明するためには，日本語を「外
国語」として客観的に捉えることが必要です。客
観的に捉えるために，どこから，どのように考え
始めればよいのか，そのきっかけを提案するため
に本書を書きました。文法は楽しい「発見」です。
978-4-89358-712-1 A5 159頁
(1,800)円
'09【発行 アークアカデミー】
【発売 凡人社】

やさしい日本語指導 5
音韻・音声〈改訂版〉
国際日本語研修協会監修,池田悠子著
日本語教育能力検定試験にも関連問題が毎年のよ
うに出題される，日本語史の重要な部分である「音
韻史」に大きな部分をさいているのが特徴。また，
類書ではふれられる事の無い外来語や地域方言に
まで光をあて，現代日本語の音韻状況を過不足な
くとらえる事ができる。
978-4-89358-872-2 A5 111頁
(1,200)円
'00【発行 アークアカデミー】
【発売 凡人社】

やさしい日本語指導 8
教室活動
藤沢昌弘著
教師の役割は「教える」ことよりも「学習者が学
ぶことを助ける」ことにあります。教えることば
かりに気を取られ，たいくつな授業になっていま
せんか？本書には「授業を楽しくするアイデア」
がたくさんつまっています。
978-4-89358-474-8 A5 111頁
(1,200)円
'00【発行 国際日本語研修協会】
【発売 凡人社】

やさしい日本語指導 10
日本語教授法 <改訂版>
国際日本語研修協会監修,平畑奈美著
日本語教育は料理に似ています。誰にでもできる
ことですが，誰でも上手にできるとは限りません。
そのやり方は教えることができ，学ぶことができ，
努力すれば上達していきます。この本は，はじめ
て日本語教育の包丁を握る方に贈る参考書です。
978-4-89358-802-9 A5 128頁
(1,400)円
'11【発行 アークアカデミー】
【発売 凡人社】

やさしい日本語指導 11
日本語教育と評価
国際日本語研修協会監修,鈴木紳郎著

やさしい日本語指導 6
語彙・意味 <改訂版>
国際日本語研修協会監修,宮耕著
日本語教授法

外国語を学び使えるようにするには，その外国語
の発音や聞き取りも，文の作り方も大切です。そ
して必要なボキャブラリーをその日本語のレベル
に応じて増やしていくことも，同じくらい大切な
のです。
978-4-89358-828-9 A5 111頁
(1,200)円
'12【発行 アークアカデミー】
【発売 凡人社】

学習者の日本語能力の評価について，実務上必要
なこと，検定対策として承知しておくべきことは
網羅しました。日本語教師については，教師養成
の枠組み，教師トレーニングから自己成長に課題
が移っていることを紹介しました。
978-4-89358-719-0 A5 95頁
(1,200)円
'09【発行 アークアカデミー】
【発売 凡人社】

やさしい日本語指導 12
心理学
国際日本語研修協会監修,宮耕著

やさしい日本語指導 7
文字・表記 <改訂版>
国際日本語研修協会編,沖廣一著
現代日本語の表記システムを整理するのに絶好。
ハンディーで読み易く，それでいて教師に必要不
可欠の内容を網羅している。常に手元におきたい
一冊。教育能力検定試験をめざす人に是非すすめ
たい。
978-4-89358-829-6 A5 135頁
(1,500)円
'12【発行 国際日本語研修協会】
【発売 凡人社】
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日本語教師を目指す人たちにとって必要な心理学
の基礎知識を確認するための基本書。日本語教育
能力検定試験対策というだけでなく，心理学の専
門諸分野でさらに学びを深化させる道しるべにも
なるであろう。
978-4-89358-720-6 A5 111頁
(1,200)円
'09【発行 アークアカデミー】
【発売 凡人社】

日本語教育学研究 3

やさしい日本語指導 13
言語とコミュニケーション

「ことばの市民」になる
言語文化教育学の思想と実践

須田將昭著
細川英雄著
日本語教師を志す方たちを対象に，前半は言語学
分野に関して知っておきたい事柄を幅広く紹介し，
後半では，コミュニケーションについて考えるヒ
ントとなるよう，コミュニケーション学について
紹介している。
978-4-89358-772-5 A5 115頁
(1,400)円
'11【発行 アークアカデミー】
【発売 凡人社】

著者は，日本語教育における「学習者主体」の提
案者。言語研究者であった著者が，ことばと文化
の統合をめざした実践研究を経て，言語文化教育
学をめざすようになるまでの思想的変遷を，15 本
の論文と 5 つの論点で提示する。
978-4-904595-27-5 A5 294頁
(3,600)円
'12【発行 ココ出版】
日本語教育学の新潮流 11

人工内耳装用児の言語学習活動
フォーカス・オン・フォームによる「あげる・くれ
る・もらう」の指導

星野友美子著
人工内耳装用児を対象に行ったフォーカス・オ
ン・フォームによる学習活動の観察から，習得に
おける問題点と，効果的なフィードバックを明ら
かにする。指導方法や教材の開発が遅れている当
該分野の先駆けとなる研究。
978-4-904595-54-1 A5 288頁
(3,600)円
'15【発行 ココ出版】

相互行為としての読み書きを支える
授業デザイン
日本語学習者の推敲過程にみる省察的対話の意義

広瀬和佳子著
第二言語で読み書きを学ぶ教室はどのようにある
べきか。本書では，読み書きを相互行為と捉える。
その上で，相互行為の過程に生じる言語的，対人
的，制度的な対立や矛盾を，学習者自身で意味づ
けられる場をつくる教育をめざす。
978-4-904595-57-2 A5 360頁
(3,600)円
'15【発行 ココ出版】

日本語教育学研究 1
日本語教育学の新潮流 15

学習者主体の日本語教育
日本語教師の「葛藤」

オーストラリアの実践研究

トムソン木下千尋編

構造的拘束性と主体的調整のありよう

有田佳代子著
指導方法，言語や文化，ナショナリズムに対する
捉え方，社会的地位や労働環境など，日本語教師
が抱える様々な葛藤を描き出し，それらが社会構
造の拘束によって生じていることを示す。
978-4-904595-78-7 A5 236頁
(3,600)円
'16【発行 ココ出版】

日本語教育学研究 2

日本語教育と日本研究の連携
内容重視型外国語教育に向けて

日本語教育学の新潮流 17

トムソン木下千尋,牧野成一編
外国語教育の新潮流である「内容重視の言語教育
（Content-based instruction）」の日本語教育に
おける可能性と課題を明らかした論文集。世界の
日本語教育の現状を踏まえ，内容重視型日本語教
育の実践，日本研究と連携する上での課題を共有
する。
978-4-904595-09-1 A5 212頁
(3,600)円
'10【発行 ココ出版】

学習者の自己形成・自己実現を支援
する日本語教育
寅丸真澄著
談話分析と相互行為分析の手法を用いて，教室設
計・教室運営，学習者の認識の変容という視点か
ら，教室活動を分析したもの。日本語教育を，学
習者の人間性や人間形成を重視する「教育」とい
う視点から見つめ直す。
978-4-904595-87-9 A5 340頁
(3,600)円
'17【発行 ココ出版】
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教師中心，教師主体を離れ，学習者の植民地化を
乗り越えてこそ，「学習者主体の日本語教育」は実
現する…。オーストラリアにおける日本語教育の
実践を「学習者主体」の視点から検討，日本語教
育のあるべき姿を示す。
978-4-904595-03-9 A5 266頁
(3,600)円
'09【発行 ココ出版】

(日)

江副式教授法入門（3）

重箱カード利用手引き
もう教科書は怖くない!!

江副隆秀著

日本語教師のための初級文法・文型
完全「文脈化」・
「個人化」 アイデ
アブック
川口義一著
30 年を超える日本語教師歴を誇る筆者が，初級の
教え方を懇切丁寧に説明する。「個人化」と「文脈
化」を手掛かりに，長年にわたる実践の中で編み
出された教え方のテクニックを余すところなく披
露している。
978-4-904595-81-7 第1巻 A5 228頁
(2,400)円
'16【発行 ココ出版】

本書は，日本語文法を可視化したカードの利用手
引きで，どのように教えるかを解説している。た
だ，解説は実際の行動まで表示できない。そこで，
本書の内容の大半の部分のアクションが理解でき
るように DVD も製作し，そこで，アクションが具
体的にわかるようになっている。
本書の購入には，DVD の同時購入をお勧めする。
備考：実用新案登録第 3168028 号採用
978-4-915779-18-3 A4 76頁 カラー
(2,000)円
'11【発行 新宿日本語学校】

日本語教育のための心理学
海保博之,柏崎秀子編著

日本語で社会とつながろう！
社会参加をめざす日本語教育の活動集

西俣（深井）美由紀,熊谷由理,佐藤慎司,
此枝恵子著
日本語でコミュニケーションが取れるようになる
だけでは終わらず，日本語を使って積極的に社会
と関わり，社会を変える力の育成を目指す日本語
教育を提案する。理念だけでなく，その実践を具
体的かつ詳細に紹介。
978-4-904595-79-4 A5 184頁
(2,400)円
'16【発行 ココ出版】

日本語教育と心理学に通じた著者たちによる，日
本語の教育と学習にズバリ役立つ心理学エッセン
スをまとめた初めての本。日本語学習者の心を知
る，日本語情報処理の特性を知る，日本語の学習
指導を知る，の 3 部構成。
978-4-7885-0811-8 A5 256頁

(2,400)円
'02【発行 新曜社】

日本語文法と教え方のポイント

初級日本語文法と教え方のポイント
市川保子著

日本語教育を学ぶ［第二版］
その歴史から現場まで

遠藤織枝編
日本語教授法

日本語教育の現場から，音声学，言語学，教授法，
歴史，国内外の現状まで全般を見渡せる概説書。
日本語教育概論のテキストに最適。日本語教育能
力検定試験に向かう独習者にもわかりやすい。
978-4-384-05649-5 A5 258頁

(2,400)円
'11【発行 三修社】

初級文法項目として 69 項目を取り上げた教え方
の本。文法の説明にとどまらず，その文・表現を
「いつ使うのか」，「教えることとは何か」が見え
てくるように，工夫を重ねた。「みんなの日本語」
などの主要教科書との対照表付き。
978-4-88319-336-3 A5 462頁
(2,000)円
'05【発行 スリーエーネットワーク】
日本語文法と教え方のポイント

中級日本語文法と教え方のポイント
市川保子著

(日)

日本語教師になりたいあなたへ
佐々木瑞枝著
外国人に日本語を教えてみたいあなたに，日本語
教育の第一人者が，易しく，詳しくアドバイス。
楽しいイラストと共に，「外国語としての日本語」
をわかりやすく教えるコツが学べます。
978-4-09-840132-1 四六 288頁
(1,700)円
'12【発行 小学館】

中級文法項目の意味用法の説明に加え，特にその
文法項目が「いつ使われるか」に重点を置いて作
成。また，その項目が「どのような語と結びつき
やすいか」，「類義表現とどう異なるのか」につい
ても詳しく説明がある。
978-4-88319-445-2 A5 482頁
(2,000)円
'07【発行 スリーエーネットワーク】

講座・日本語教育学 全 6 巻
縫部義憲監修
本シリーズは文化庁によって示された日本語教員
養成のガイドラインに即し，言語分野をはじめ，
とくに教育分野，多文化教育分野，心理学分野に
関する領域について論じる概論書・基礎的研究書
である。
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講座・日本語教育学

講座・日本語教育学

第 1 巻 文化の理解と言語の教育

第 6 巻 言語の体系と構造

水島裕雅編集
第１章 日本文化への視座
第２章 日本文化と異文化・異言語
第３章 国際交流の中の日本語教育
第４章 日本語教育の歴史と展望
978-4-88319-348-6 A5 260頁
(2,500)円
'05【発行 スリーエーネットワーク】

多和田眞一郎編集
第１章
第２章
第３章
第４章

日本語の体系－日本語を理解する－
日本語の歴史－体系の背景を考える－
対照研究－学習者から見た日本語を考え
る－
言語研究と日本語教育－教育と研究のつ
ながりを考える－

978-4-88319-353-0 A5 263頁
(2,500)円
'06【発行 スリーエーネットワーク】

講座・日本語教育学

第 2 巻 言語行動と社会・文化
町博光編集
第１章 言語と社会・文化
第２章 言語使用と社会・文化
第３章 対照言語行動分析

初級日本語学習者のための
待遇コミュニケーション教育
－スピーチスタイルに関する「気づき」を中心に－

ウォーカー泉著
978-4-88319-349-3 A5 253頁
(2,500)円
'06【発行 スリーエーネットワーク】
講座・日本語教育学

第 3 巻 言語学習の心理
迫田久美子編集
第１章
第２章
第３章
第４章

言語学習を支える心理
第二言語としての日本語の習得
言語学習の認知過程
日本語教育のための実証研究

「待遇コミュニケーション教育」を初級から実現
するため，その理論と方法論の構築を目的に行っ
た研究をまとめた一冊。デジタル版は主要な電子
書店で購入可能。
978-4-88319-550-3 A5 350頁
(3,000)円
デジタル版
希望小売価格 (2,400)円
'11～13【発行 スリーエーネットワーク】
日本語教育叢書「つくる」

会話教材を作る
978-4-88319-350-9 A5 292頁
(2,500)円
'06【発行 スリーエーネットワーク】
講座・日本語教育学

第 4 巻 言語学習の支援
水町伊佐男編集

978-4-88319-351-6 A5 250頁
(2,500)円
'05【発行 スリーエーネットワーク】

教科書・教材作りのプロセスとノウハウをテーマ
別にまとめたシリーズ。実際の会話教材や実践報
告を通して，各教育現場での会話教材作成のヒン
トや会話教育について考える際のヒントが得られ
る。
978-4-88319-528-2 A5 231頁
(1,800)円
'10【発行 スリーエーネットワーク】
日本語教育叢書「つくる」

漢字教材を作る
講座・日本語教育学

第 5 巻 多文化間の教育と近接領域
倉地曉美編集
第１章 日本語教育における言語と文化の総合的
なアプローチ
第２章 多文化間の支援と理解のための心理学
第３章 多文化共生のコミュニケーション
第４章 多文化理解と共生のための教育的ア
プローチ
978-4-88319-352-3 A5 239頁
(2,500)円
'06【発行 スリーエーネットワーク】

関正昭,土岐哲,平高史也編,加納千恵子,
大神智春,清水百合,郭俊海,石井奈保美,
谷部弘子,石井恵理子著
漢字教育の理論を説明するとともに，学習者のレ
ベルや母語によって，それぞれどのような指導内
容，指導方法が適切なのかその特徴を説明し，シ
ラバス例を提示。
978-4-88319-563-3 A5 203頁
(1,800)円
'11【発行 スリーエーネットワーク】
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第１章 日本語教師の資質と自己成長
第２章 日本語学習活動の指導
第３章 情報社会における学習支援と教師支援

関正昭,土岐哲,平高史也編,尾﨑明人,
椿由紀子,中井陽子著

日本語教育叢書「つくる」

日本語の教え方の秘訣
作文教材を作る

―『新日本語の基礎Ⅰ』のくわしい教案と教授法―

関正昭,土岐哲,平高史也編,村上治美著

有馬俊子著

作文教育の現状を踏まえ，教材を作成する上での
ヒントやアイディア，教材開発の実例，教材を用
いた指導や授業運営の方法を紹介。作文教育につ
いて考える際のヒントが得られる日本語教師必携
の一冊。

『新日本語の基礎Ⅰ』を使って，媒介語なしに上
手に日本語を教える方法を詳しく解説した教案集。
本書で紹介する教授法はほかの初級教科書にも応
用でき，また日本語以外の語学教育にも活用でき
る。

978-4-88319-613-5 A5 204頁
(1,800)円
'12【発行 スリーエーネットワーク】

978-4-906224-98-2 上 B5 365頁
(2,913)円
978-4-906224-99-9 下 B5 337頁
(2,913)円
'93～94【発行 スリーエーネットワーク】

日本語教育叢書「つくる」

読解教材を作る

続・日本語の教え方の秘訣

関正昭編,平高史也編著,舘岡洋子著

―『新日本語の基礎Ⅱ』のくわしい教案と教授法―

文章理解，読解行動など，教材を作る前に知って
おきたい理論とともに，身近な素材を教材化する
ヒントやアイディア，また，読解授業のコースデ
ザインや，ピアリーディングの手法を用いた授業
の実践などを紹介。
978-4-88319-596-1 A5 174頁
(2,000)円
'12【発行 スリーエーネットワーク】

『新日本語の基礎Ⅱ』に沿って授業を進める教師
のための教案集。詳しい文法解説はもちろん，関
連語彙，生活に密着した会話や応用練習も豊富。
日本語教師として 40 余年の経験を持つ著者のノ
ウハウがここに集大成。

日本語教育叢書「つくる」

有馬俊子著

978-4-88319-049-2 上 B5 224頁
(2,427)円
978-4-88319-050-8 下 B5 226頁
(2,427)円
'95【発行 スリーエーネットワーク】

テストを作る
日本語文法ハンドブック

関正昭,平高史也編,村上京子,加納千恵子,
衣川隆生,小林典子,酒井たか子著

日本語教授法

日本語教師が目標基準に合ったテストを自ら作り，
そしてそのテストを自ら見直し改善していくこと
ができるよう，テストの目的から作成手順，話す・
書く・聞く・読む能力の評価方法など，テスト作
りのヒントを満載。
978-4-88319-643-2 A5 255頁
(1,800)円
'13【発行 スリーエーネットワーク】
日本語教育叢書「つくる」

初級を教える人のための
日本語文法ハンドブック
松岡弘監修,庵功雄,高梨信乃,中西久実子,
山田敏弘著
日本語教師が初級を教えるのに必要な文法項目を
網羅。経験の浅い教師からベテラン教師までのニ
ーズに対応。便利な主要初級教科書との対応表付
き。
978-4-88319-155-0 A5 443頁
(2,200)円
'00【発行 スリーエーネットワーク】

聴解教材を作る
関正昭,平高史也編,宮城幸枝著
教科書・教材作りのプロセスとノウハウをテーマ
別にまとめたシリーズの「会話教材」「漢字教材」
などに続く 6 冊目。音声インプットを通した日本
語教育や音声教育のあり方について考える手がか
りとなる一冊。
978-4-88319-682-1 A5 252頁
(2,000)円
'14【発行 スリーエーネットワーク】
日本語教育叢書「つくる」

中上級を教える人のための
日本語文法ハンドブック
白川博之監修,庵功雄,高梨信乃,中西久実子,
山田敏弘著
中上級の学習者を指導する上で必要な文法の知識
を網羅し，教える上で必要な文法知識が得られる。
いわゆる表現文型の解説ではなく，文法を体系的
に記述し解説。
978-4-88319-201-4 A5 599頁
(2,400)円
'01【発行 スリーエーネットワーク】

教科書を作る
関正昭,平高史也編著
「第 1 章 作る前に」「第 2 章 作る」「第 3 章
作った後で」の 3 部構成。著者が実際に教科書を
作ったときの経験やフィードバックを反映させて
改定する流れを紹介。さらに，これからの教科書
のあるべき姿を論じている一冊。
978-4-88319-723-1 A5 183頁
(1,800)円
'15【発行 スリーエーネットワーク】
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日本語文法ハンドブック

はじめて日本語を教える人のための
なっとく 知っとく 初級文型 50
岡本牧子,澤田幸子,安田乙世著
登場人物（先輩教師，教師〈読者〉，日本語学習者）
の会話を読みながら，文法のおもしろさを発見し
ていく本。初級レベルの 50 の文型が取り上げられ
ている。コラムには，日本語にまつわるエピソー
ドが満載。デジタル版は主要な電子書店で購入可
能。
978-4-88319-496-4 A5 241頁
(1,600)円
デジタル版
希望小売価格 (1,300)円
'09～13【発行 スリーエーネットワーク】

開かれた日本語教育の扉
松岡弘,五味政信編著
日本語教師を目指す人，実際に現場で教えている
人を対象とした，日本語教育の研究と実践の概説
書。語学教育，日本語の教授法，日本語教育史の
分野，実践に生かせる日本語学の分野，国内外に
おける日本語教育の実践の領域までを網羅してい
る。
978-4-88319-333-2 A5 293頁
(2,500)円
'05【発行 スリーエーネットワーク】

全養協日本語教師検定準拠問題集
日本語教師の実践力
全国日本語教師養成協議会編著

日本語教育講座
千駄ヶ谷日本語教育研究所編
日本語教育に必要な基礎的理論知識をわかりやす
くまとめたテキスト。全 5 巻。日本語教育能力検
定試験対策としても活用できる。日本語教師を目
指す人のみならず現職者の参考書として大変役立
つ。
978-4-915515-00-2 1.日本語文法 B5 187頁
(3,000)円
978-4-915515-01-9 2.音声，語彙・意味 B5
194頁 (2,800)円
978-4-915515-02-6 3.言語学，日本事情 B5
197頁 (3,000)円
978-4-915515-03-3 4.日本語の歴史 B5 199頁
(3,000)円
978-4-915515-04-0 5.教授法 B5 149頁
(2,500)円
'03【発行 千駄ヶ谷日本語教育研究所】

三宅光一編著
近年，遊びを通して生身の人間と言語活動をする
機会が奪われ，言語表現の乏しさが目立っている。
こうした社会環境に直面して，本書は，言語実践
において子どもの言語能力の向上を図るためのヒ
ントを提示する。
978-4-86429-314-3 A5 160頁
(1,800)円
'14【発行 大学教育出版】

敬語表現教育の方法
蒲谷宏,川口義一,坂本惠,清ルミ,
内海美也子著
「尊敬・謙譲・丁寧」といった従来の分析的な捉
え方を抜け出し，コミュニケーションの中で敬語
を考え直した，新しい指導参考書。豊富な指導実
践例に加え，要点を適宜「ポイント欄」に示した。
978-4-469-22183-1 A5 210頁
(1,600)円
'06【発行 大修館書店】

言語教育学入門
応用言語学を言語教育に活かす

山内進編著
応用言語学の最新成果を解説。「帰国子女」「母語
習得と第二言語習得」「教授法」「早期英語教育」
「日本語教育」等，言語教育に不可欠のトピック
をとりあげた。巻末に『応用言語学・言語教育学
小事典』付。
978-4-469-24489-2 A5 322頁
(2,400)円
'03【発行 大修館書店】

新版 日本語教育事典
日本語教育学会編,水谷修,加藤清方,
佐久間勝彦,佐々木倫子,西原鈴子,
仁田義雄編集
学習者・学習目的の多様化，隣接言語科学の発展
など，急激な展開を見せる日本語教育の現在を総
合的に捉えた事典。400 名を超える第一線の執筆
者が最新の動向を織り込んで解説。新世紀の日本
語教育のあり方を示す意欲作。
978-4-469-01276-7 A5 1,170頁
(9,000)円
'05【発行 大修館書店】

日本語教授法〔改訂新版〕
石田敏子著
これから日本語教師になろうとする人々のための
スタンダードな入門書。具体的な指導法はもちろ
ん，学習者の評価法や教師の心構え，さらに日本
語教育の歴史や外国語教授法の概要にもふれた射
程の広い一冊である。
978-4-469-22107-7 A5 320頁
(2,300)円
'95【発行 大修館書店】
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日本語教授法

日本語教育の現場で求められる実践的知識と能力
を測る「全養協日本語教師検定」の準拠問題集。
選択式の基礎編と授業の映像を見て考える実践編。
初級・中上級授業各 3 本の DVD 付き。応用力が身
につく詳しい解説付き！
978-4-915515-20-0 B5 128頁 DVD1枚付き
(1,800)円
'06【発行 全国日本語教師養成協議会】

児童文化の中に見られる言語表現

入門日本語テスト法

教えよう 日本語
石田敏子著

好評『日本語教授法』の著者による評価法研究の
ための初の総括的入門書。テストの作成，実施，
採点，改良等に必要とされる理論と方法を，研究
成果を踏まえ，豊富な実例とともにコンパクトに
まとめた。
978-4-469-22089-6 A5 242頁
(1,600)円
'92【発行 大修館書店】

考え続ける日本語教師になるためのタスク

河野俊之,橋本ゆかり著
日本語教育実習や教壇デビューに向け，日本語教
授法，日本語教材・教具論，評価法などの基礎を，
26 のテーマ×各 3 つのタスクを通して学ぶ一冊。
タスク編と解説編の 2 部構成。年少者の指導・支
援や学習者の心理，個別性についても取り上げて
います。
978-4-89358-909-5 A5 184頁

(1,400)円
'16【発行 凡人社】

直接法で教える日本語
東京外国語大学留学生日本語教育センター
指導書研究会編
初級レベルの日本語指導について，留意点や板書
例まで載せて懇切丁寧に解説した指導書。6,400
文を超える例文と文型導入用カラーイラスト（433
枚）収録の CD が授業展開を助ける。教師養成講座
のテキストとしても最適。
978-4-904575-04-8 B5 514頁
文型導入用カラーイラストCD1枚付き (3,200)円
'09【発行 東京外国語大学出版会】

日本語教師の専門能力開発

外国人を悩ませる日本語からみた
日本語の特徴
漢字と外来語編

彭飛著
中国人学習者が日本語を学ぶうえで最も求めるこ
とは何か。教師がいかに指導すれば，学習者の日
本語習得は容易になるのか。教授歴 20 年の著者が
経験と調査に基づいて現場の教師のために書き下
ろした，本格的な教授法指導書。
978-4-89358-537-0 A5 217頁
(2,300)円
'03【発行 凡人社】

アメリカの現状と日本への提言

當作靖彦編

日本語教授法

アメリカ合衆国における日本語教師の専門能力開
発の現状と将来の動向に関する論文集。日本での
日本語教師養成の歴史・現状との比較対照に基づ
く提言も所収。「これからの日本語教師養成のあ
るべき姿」が提示されている。日本語教師養成に
関わる全ての人にとっての必読書。
978-4-902288-00-1 B5 212頁
(1,900)円
'03【発行 日本語教育学会】

教師用日本語教育ハンドブック
シリーズ 1 文章表現
池尾スミ著
基礎的なパラグラフ作成の方法から，上級の作文
までを指導する教師のための参考書。第 1 部は，
問題点，作業の進め方，練習方法などの概説。第
2 部は，具体的な用例，誤用例などを取り上げて
解説。
978-4-89358-099-3 A5 207頁
(1,000)円
'02【発行 凡人社】

外国語を身につけるための
日本語レッスン
三森ゆりか著
言葉を使いこなすには技術が必要です。論理的な
文章の書き方や説明の方法，有効な質問のしかた，
情報の分析など，欧米では当たり前のこの言語技
術を，本書ではまずは日本語から鍛えていきます。
978-4-560-04988-4 四六 218頁
(1,500)円
'03【発行 白水社】

AUDING
日本語教師のための実践七講
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富田隆行,眞田和子著
1993 年に日本語能力試験出題基準が公開された
のに伴い，同基準による文字に関する基準も盛り
込んだ改訂版。文字に関する知識と指導上の留意
点をまとめたもの。学習者の母語や学習環境など
の違いによる現場での問題の解決に大きな一助と
なる。「文字の試験の作り方」にも一章がさかれて
いる。
978-4-89358-253-9 A5 287頁

江副勢津子著
日本語教師歴 40 年の著者が，自身の経験を踏まえ
て，日本語を「自然に！」「自由に！」操れる学生
を育てるために書き下した日本語教師のための 7
講。「文法」「語彙」「聴解」と 3 拍子そろった実践
日本語教授法。
978-4-89358-138-9 A5 220頁

教師用日本語教育ハンドブック
シリーズ 2 新 表記

(1,942)円
'91【発売 凡人社】

(1,650)円
'94【発行 凡人社】

978-4-89358-040-5 A5 141頁

教師用日本語教育ハンドブック
シリーズ 3 文法Ⅰ

(950)円
'88【発売 凡人社】

助詞の諸問題 1

言語学習ストラテジー
鈴木忍著
外国語教師が知っておかなければならないこと
「わたしの頭がいたいです」のように，外国人が
おかしやすい誤用例を取り上げて，その原因，理
由を分析し助詞のはたらきを解説。主に格助詞と
接続詞を扱う。
978-4-89358-034-4 A5 265頁

(1,200)円
'78【発行 凡人社】

教師用日本語教育ハンドブック
シリーズ 4 文法Ⅱ
助動詞を中心にして

レベッカ L．オックスフォード著,宍戸通庸,
伴紀子訳
学習者中心の言語教育に関心が高まる中，学習者
の学習ストラテジー研究という新しい分野から生
まれた外国語教育理論専門書。しっかりとした理
論に基づいた数多くの実践的提案を取り込み，言
語学習，外国語学習はもちろん，一般学習の理解
も深める参考書として評価が高い。
978-4-89358-263-8 A5 260頁
(2,800)円
'94【発行 凡人社】

改訂版

阪田雪子,倉持保男著
助動詞の意味・用法の解説書。受身(れる・られる)
から依頼・要求(～てくれ・～てもらえないか)ま
で，17 項目に分け，例文を豊富に挙げて解説して
いる。
978-4-89358-217-1 A5 231頁

(1,360)円
'93【発行 凡人社】

教師用日本語教育ハンドブック
シリーズ 5 語彙
浅野百合子著
外国人の陥りやすい語彙上の問題点を中心に取り
上げ，それに関する指導の方法を述べている。文
化的背景や発想法の違いから出る誤用を分類し，
具体的に説明してある。
978-4-89358-132-7 A5 162頁

(922)円
'81【発行 凡人社】

ことばの教育を実践する・探究する
－活動型日本語教育の広がり－

細川英雄,
ことばと文化の教育を考える会編著
「活動型日本語教育」の理論と実践を多角的に紹
介した論集。多文化共生社会を支えるために，日
本語教育は何ができるのか。この問いに対し，そ
れぞれの論者が「協働」「学習者主体」「社会文化
的アプローチ」「活動理論」などの理論に基づき，
自分の経験に根ざした実践を語る。新しい日本語
教育の可能性を教室実践から考えるための本であ
る。
978-4-89358-690-2 A5 248頁

(2,400)円
'08【発行 凡人社】

これだけは知っておきたい日本語教育のための

富田隆行著

教師用日本語教育ハンドブック
シリーズ 6 発音 改訂版
今田滋子著
音声に関する基礎的な知識，日本語に関する知識
を解説。また，外国人の誤りやすい発音とその矯
正法に重点をおいて，どんな発音，聞き取り教材
を与えたらよいかを実践に即して論じている。
978-4-89358-052-8 A5 207頁
(1,220)円
978-4-89358-026-9 テープ C50×1,C60×2
(3,690)円
'82～89【発行 凡人社】

教師用日本語教育ハンドブック
シリーズ 7 教授法入門
木村宗男著
初めて日本語を教える人のために，特に初級教育
の教授法について述べられた本書は，戦前から日
本語教育に携わってきた著者が，その実践をふま
えて語る,日本語教師を志す人へのメッセージで
もある。

初級の学習者に，基礎的な表現の意味領域を，深
すぎず浅すぎず，適正で豊富な文例で教えていく
のはとても難しいことである。これは，そんな指
導者側の悩みが少しでも解消されるように書かれ
た本。
978-4-89358-122-8 A5 246頁 (2,500)円(品切れ)
'91【発行 凡人社】
これだけは知っておきたい日本語教育のための

続・基礎表現 50 とその教え方
富田隆行著
ベストセラー『基礎表現 50 とその教え方』の続編。
今回は中級レベルに当る表現 50 を取り上げてい
る。中級レベルでは教科書の中に出てくる表現も
多様になるが，その中から特に頻度の高い機能的
なものを選びだした。
978-4-89358-377-2 A5 308頁
(2,800)円
'97【発行 凡人社】
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日本語教授法

基礎表現 50 とその教え方

これだけは知っておきたい日本語教育のための

タスク日本語教授法

教授法マニュアル 70 例

日本語教育学会編
富田隆行著

日本語教育に携わってまもない方，および，日本
語教育を志す方々を対象に，「直接法」による日本
語の教え方を紹介したもの。どの初級用日本語教
科書を使って指導する場合にもマニュアルとして
役立つ。上巻・下巻の 2 分冊。
978-4-89358-232-4 上 A5 295頁
(2,800)円(品切れ)
978-4-89358-234-8 下 A5 261頁
(2,600)円(品切れ)
'93【発行 凡人社】

本書はタスクを解くことによって教授活動のさま
ざまな側面を学べるようになっている。いわゆる
ハウツーものではなく，自ら積極的にタスクにチ
ャレンジし，教授能力を磨き続けたいという方に
最適。
978-4-89358-323-9 A5 267頁 (2,330)円(品切れ)
'95【発行 凡人社】

日本語学習支援の構築
言語教育・コーパス・システム開発

仁科喜久子監修,鎌田美千子,曹紅荃,歌代崇史,
村岡貴子編
これだけは知っておきたい日本語教育のための

文法の基礎知識とその教え方
富田隆行著
学校文法と日本語文法の違いをわかりやすく説明
した好著。品詞別に用例を豊富に用いて書かれて
いるので使いやすい。初級の学習者を教える教師
たちの指導上の指針となるよう具体的実践的に執
筆・編集されている。

日本語読解学習支援システム「あすなろ」，日語作
文支援システム「なつめ」の開発の基盤となった
研究を中心に，日本語教育，日本語コーパス，言
語処理のそれぞれの分野の論文が 17 本，報告が 1
本掲載されている。言語学と言語処理の知見を応
用した日本語学習支援の研究者にとって重要な一
冊。
978-4-89358-822-7 A5 291頁

978-4-89358-142-6 A5 196頁 (2,100)円(品切れ)
'91【発行 凡人社】

(3,800)円
'12【発行 凡人社】

日本語学と日本語教育
上級日本語教育の方法
さまざまなアプローチ

藤原雅憲,籾山洋介編

日本語教授法

名古屋大学留学生センターに設置されている日本
語・日本文化研修コース在籍の日本語学習者を対
象にした教育の内容と方法をまとめたもの。第 1
部：
「総合演習」諸技能を統合した言語活動を支援
するプログラムの考え方，ならびに具体的な指導
の仕方。第 2 部：
「総合演習」以外の教授活動につ
いて。
978-4-89358-374-1 A5 322頁 (3,200)円(品切れ)
'97【発行 凡人社】

森田良行著
日本語教育者ならびに教員志望者を対象に，早稲
田大学で行なわれた 23 回に及ぶ夏期講座の内容
を中心に，著者の研究論文を集大成した一冊。5
つの章から成り，日本語学について内容を深く堀
り下げるとともに，教育の諸問題にも触れる。
978-4-89358-047-4 A5 519頁
(3,107)円
'90【発行 凡人社】

日本語教育機関における
コース・デザイン
日本語教育学会コース・デザイン研究委員会著,
日本語教育学会編

自律を目指すことばの学習
－さくら先生のチュートリアル－

桜美林大学日本語プログラム「グループさくら」
編著

学習者の目的に合った日本語教育を行うための具
体的な指針を得たいという要望が高まる中，本書
ではそれに応えて，日本語学校で実際に行われて
いるコース・デザインを紹介し，コース・デザイ
ンの際の手がかりを提供する。

自律を目指した個別対応型の日本語授業「チュー
トリアル」では，学習者が自らの学びを構築する
ことを目標とする。本書には，執筆者らの４年間
の実践の中で得られた事例やエピソードが紹介さ
れているほか，様々な現場で応用するための手順
やヒントが豊富に掲載されている。

日本語教育とともに

978-4-89358-643-8 A5 246頁

小出詞子著作集

(1,900)円
'07【発行 凡人社】

978-4-89358-123-5 A5 373頁 (3,107)円(品切れ)
'91【発行 凡人社】

小出詞子著,小出詞子著作集編集委員会編
大学における日本語教育の先駆となった国際基督
教大学(ICU)において，中心的存在として日本語教
育と共に歩んできた著者の半世紀にわたる足跡を，
論文・座談会・パネルディスカッション等でたど
った殊玉の著作集。
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978-4-89358-130-3 A5 339頁

(4,369)円
'91【発売 凡人社】

日本語教育における
コミュニカティブ・アプローチ
（オンデマンド版）
岡崎敏雄,岡崎眸著,日本語教育学会編
日本語学習の急激な多様化に教師はどう対応した
らよいのだろうか？ コミュニカティブ・アプロ
ーチは，そうした問いかけへの 1 つの回答である
と共に，日本語教育の未来さえも方向づける，大
きな可能性をもつ教授理論である。日本語教育関
係者にはぜひ手にしていただきたい一冊！
(900182) A5 322頁
(3,200)円
'90【発行 凡人社】

日本語教育への道しるべ 第 1 巻
ことばのまなび手を知る
坂本正,川崎直子,石澤徹監修,鳰貴子,
松本恭子編,エバニチ堀越厚子,磯山真紀,
久保田美子著
日本語教育の基礎となる幅広い分野，事がらが学
べるシリーズ。第 1 巻では，日本語教育とその対
象者である日本語学習者を取り巻く社会のすがた
や時代の流れに関する事がらを整理する。［異文
化間コミュニケーション／多文化・多言語教育／
言語政策と日本語教育／日本語教育史／年少者日
本語教育／日本語教育事情（国内）／日本語教育
事情（海外）／ことばの教育に必要なこと］
978-4-89358-925-5 A5 220頁

(1,800)円
'17【発行 凡人社】

日本語教育の過去・現在・未来
第 2 巻 教師
水谷修監修,河野俊之,金田智子編著,
池田玲子,工藤節子,西村学,八田直美,
文野峯子著
教師をやっているとさまざまな問題や悩みにぶつ
かることがある。その解決の糸口になりうる，日
本語教師の現状と実践，新しい考え方，日本語教
師養成の歴史など，「教師」というテーマを様々な
切り口で論じる。「教師」である「自分自身」につ
いて考えるきっかけになる一冊。
978-4-89358-705-3 A5 232頁
(2,500)円
→p.232
'09【発行 凡人社】

坂本正,川崎直子,石澤徹監修,坂本勝信,
手嶋千佳編,松本恭子,舩橋瑞貴,山森理恵,
加藤文著
日本語教育の基礎となる幅広い分野，事がらが学
べるシリーズ。第 2 巻は，日本語そのものをより
深く観るためのはじめの一歩。［第二言語習得論
／日本語の音声・音韻／日本語の語彙・意味／日
本語の文法／日本語の文字・表記／社会言語学／
言語運用論］

堀井惠子著
初版が発行されたのが 2005 年。日本語教育を取り
巻く情勢の変化や日本語教育能力検定試験の改定
などに対応できるよう，全面的に加筆，修正した。
日本語教育の入門書としてぜひおすすめしたい一
冊。
(2,000)円
'11【発行 凡人社】

(1,800)円
'17【発行 凡人社】

日本語教育への道しるべ 第 3 巻
ことばの教え方を知る
坂本正,川崎直子,石澤徹監修,近藤有美,
水野愛子編,坂本勝信,伊藤典子,
久保田美子著

日本語教育への道
日本語教育のための実践的知識と教授法

土岐哲,富田隆行,倉持保男,森田富美子,
川瀬生郎,河原崎幹夫,吉岡英幸,大西晴彦著
日本語教育の現場では教師にどのような知識・能
力が求められるのか，そして，それらを習得する
ためにはどのような本を参考にしたらよいのかを，
8 つの分野について詳しく紹介する。日本語教師
志望者にとっての福音書。
978-4-89358-100-6 A5 165頁

日本語教育の基礎となる幅広い分野，事がらが学
べるシリーズ。第 3 巻では，日本語の具体的な教
え方を見る。［外国語教授法／コースデザイン／
文法の指導法（初級）／文法の指導法（中級）／4
技能の指導法（初級）／4 技能の指導法（中級）
／教案作成・実習／教材分析・教材開発］
978-4-89358-927-9 A5 232頁
(1,800)円
'17【発行 凡人社】

(1,553)円
'90【発行 凡人社】

197

日本語教授法

978-4-89358-926-2 A5 204頁

日本語教育への扉 改訂版

978-4-89358-797-8 A5 216頁

日本語教育への道しるべ 第 2 巻
ことばのしくみを知る

日本語教授法 －研究と実践－
木村宗男著

日本語教育への道しるべ 第 4 巻
ことばのみかたを知る
坂本正,川崎直子,石澤徹監修,中浜優子,
花城可武編,篠﨑大司,伊吹早耶香,宮田麻美,
熊紅芝著
日本語教育の基礎となる幅広い分野，事がらが学
べるシリーズ。第 4 巻は，日本語教育の世界に歩
き出した後も，日本語・日本語教育を見つめ，捉
えていくために必要なトピックを収載。［教育工
学と ICT リテラシー／言語能力の評価／言語の対
照（日英）／言語の対照（日韓）／言語の対照（日
中）／日本語教育と量的研究／日本語教育と質的
研究／日本語教育能力検定試験］
978-4-89358-928-6 A5 約230頁
(1,800)円
'17【発行 凡人社】

日本語教育論文集
－小出詞子先生退職記念－

日本語教育論文集小出詞子先生退職記念編集委
員会編
50 年以上日本語教育に携わってこられた小出詞
子先生の，姫路獨協大学退職を記念して刊行され
た論文集。執筆者は新鋭の若手から第一線で活躍
中の教師まで総数 80 名。多彩かつ斬新なテーマを
扱っている点といい，論文集の規模といい，他に
類をみない貴重な論文集。
978-4-89358-372-7 A5 832頁

(8,000)円
'97【発売 凡人社】

本書は，総合編，分科編，報告編，変遷編の全 4
編からなり，日本語教授法を種々の角度から考察
する。実際的な教授方法をわかりやすく述べてあ
り，あわせて日本語教育の歴史と教授法の変遷に
関する論考も収めてある。
978-4-89358-182-2 A5 330頁

(2,800)円
'82【発行 凡人社】

日本語教授法ワークショップ
（増補版）
鎌田修,川口義一,鈴木睦編著
11 種の各教授法の第一人者である講師陣による，
それぞれの教授理論の解説と現場の日本語クラス
に応用した際のクラスの模様を再現した，全く新
しい日本語教授法のテキスト。収録された教授
法：オーディオ・リンガル・メソッド(中森昌
昭)/GDM(片桐ユズル)/TPR(安達幸子)/サイレント
ウェイ(アラード房子)/CLL(横溝紳一郎)/サジェ
ストペディア(鬼木和子)/ナチュラル・アプローチ
( 川 口 義 一 )/VT 法 ( 木 村 政 康 )/SAPL( 三 宅 和
子)/OPI(鎌 田修)/異文 化トレー ニン グ(奥田純
子)/コミュニカティブ・アプローチ(鈴木睦) (以
上 12 種類)
978-4-89358-642-1 テキスト A5 296頁
(2,600)円
978-4-89358-628-5 DVD 2枚組 小冊子44頁
(10,000)円
'06～07【発行 凡人社】
日本語教師用参考書 Ⅰ

日本語教授法

日本語教師のための
アクション・リサーチ

言語行動と日本語教育

日本語教育学会編,横溝紳一郎著
日本語教育で初めての,現場の教師のための研究
アクション・リサーチに関する本。アクション・
リサーチの研究方法や詳しい実践報告も含まれて
おり，研究者のみならず全ての日本語教師必携の
書。
978-4-89358-467-0 A5 263頁
(2,800)円
'00【発行 凡人社】

昭和 58 年度日本語教育夏季研修現職者研修講義要
録 東京会場編・大阪会場編

国立国語研究所監修
(900034) A5 288頁

(絶版)
'85【発行 凡人社】

日本語教師用参考書 Ⅱ

話しことばのコミュニケーション
国立国語研究所監修

日本語教師の方法論
教室談話分析と教授ストラテジー

村岡英裕著
オーストラリアの 3 人の日本語教師の教室活動デ
ータをもとにした,画期的な教室談話分析の研究
書。会話分析やエスノグラフィーの研究を進めて
いる人に最適。
978-4-89358-436-6 A5 238頁
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(2,800)円
'99【発行 凡人社】

上記シリーズの第 2 巻。昭和 59 年度分の 1 部を採
録。音声と音韻(今田滋子)，話しことばの比較対
照-日本語とドイツ語(乙政潤)，話しことばの実態
(真田信治)，口頭表現の技法(武部良明)，話しこ
とばの比較対照(水谷信子)。
(900035) A5 108頁

(1,200)円
'88【発行 凡人社】

日本語教師をめざす人の
日本語教授法入門

実践日本語教授法
現場教師が書いた日本語の教え方

鈴木正子著
石橋玲子著
日本語教師としての基礎的な理論と実践的な教授
法を結びつけた一冊。主に初級学習者に対する指
導項目，練習を中心として具体的に記されている。
日本語教師を目指す人必見の入門書。
978-4-89358-237-9 A5 181頁
(1,900)円
'93【発売 凡人社】

直接法の基本的技法を使用している初級教科書の
ロングセラー『日本語Ⅰ』(国際学友会日本語学校)
をベースにして，より具体的な教授法を展開。教
師と学生の教室作業の実際を読者に体験させてく
れる一冊。
978-4-89358-025-2 B5 375頁
(3,883)円
'89【発行 森上教育研究所】
【発売 凡人社】

プロフィシェンシーを育てる
―真の日本語能力をめざして―

鎌田修,嶋田和子,迫田久美子編
プロフィシェンシーを「～って何？（概念）」「～
をどう測る？（評価）」「～をどう育てる？（実践）」
の観点から概説。英語教育，OPI，JPT，JSL，SLA，
教材開発など，様々な分野から 9 名の著者がわか
りやすく論じる。
978-4-89358-688-9 A5 252頁

(2,500)円
'08【発行 凡人社】

プロフィシェンシーを育てる２

対話とプロフィシェンシー
鎌田修,嶋田和子編著,平田オリザ,牧野成一,
野山広,川村宏明,伊東祐郎著

日本語教授法

対話と会話の違いを知り，対話の本質を知ること
は言語教育にどう関係するのか。対話を日本語教
育に取り入れるとはどういうことなのか。このテ
ーマについて，プロフィシェンシーと対話の関係
を解説する 0 章とそれに続く 4 つの部「対話への
指針」「実際生活における対話「習得と教育」「総
括」，さらに牧野成一と平田オリザの「対談」を通
して紐解く。
978-4-89358-833-3 A5 198頁
(2,300)円
'12【発行 凡人社】
プロフィシェンシーを育てる３

談話とプロフィシェンシー
その真の姿の探求と教育実践をめざして

鎌田修,嶋田和子,堤良一編著,定延利之,
清水崇文,西郷英樹,由井紀久子著
談話とは何なのか，談話教育はどうあるべきなの
か―。自然な談話データを先入観を排して注意深
く観察することで，新たな談話観への道をひらき，
日本語教育におけるプロフィシェンシーとは何か
を問い直す。
978-4-89358-892-0 A5 248頁
(2,600)円
'15【発行 凡人社】
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教室活動参考書
日本語ライブラリー

中級(日)

日本語教師のための楽しく教える活
動集 22

日本語教育学序説
蒲谷宏,細川英雄著

子ブタの日本語お道具箱
日本語教育をコミュニケーションの観点からやさ
しく解説。日本語を教える人，研究する人のため
の，未来へ向けたメッセージ。〔内容〕日本語・日
本語教育とは何か／日本語教育の実践・研究／日
本語教育と日本語教育学
978-4-254-51527-5 A5 152頁
(2,600)円
'12【発行 朝倉書店】

にほんご宝船
いっしょに作る活動集

辻亜希子,小原千佳著
初級～中級学習者を対象に楽しい授業を実現する
活動集です。「すごろく」「カルタ」「福笑い」など，
87 の活動が紹介されています。絵カードも豊富に
収録しているので，使い方次第で活動の幅がさら
に広がります。
978-4-7574-2080-9 B5 224頁

(2,500)円
'12【発行 アルク】

日本語教師のための TIPS77 第 1 巻

クラスルーム運営

→p.4
'04【発行 アスク出版】

にほんご宝船
教える人のための知恵袋
→p.4
'04【発行 アスク出版】

當作靖彦,横溝紳一郎シリーズ監修,
横溝紳一郎著
すぐに教室で応用できる 77 のアイデアをまとめ
た TIPS 集の第一巻。「学習者のやる気を引き出す
には」，「困った学習者にどう対応するか」，「自分
の授業を見直すためのポイントは」等，よりよい
クラスにするためのヒントが満載。
978-4-87424-535-4 四六 240頁
(1,300)円
'11【発行 くろしお出版】

初級文型でできる

にほんご発音アクティビティ
→p.64
'10【発行 アスク出版】
日本語教師のための TIPS77 第 2 巻
教室活動参考書

人と人とをつなぐ
日本語クラスアクティビティ 50

ICT の活用

第2版

當作靖彦,横溝紳一郎シリーズ監修,
山田智久著

中村律子,浅見かおり,金子広幸,宮﨑妙子著
「体験学習」の手法を取り入れた 50 の教室活動例
を紹介。生きた日本語を使いながら，学習者が主
体的にクラス活動に入っていける環境づくりを助
ける。巻末には活動用のワークシートや，文型・
文法，級別語彙の索引付き。
978-4-87217-569-1 A5 152頁
(1,800)円
'05【発行 アスク出版】

「PowerPoint で絵カードを作ろう」等，身近なデ
ジタル機器を使い，バラエティ豊かな授業にする
アイデアを多数紹介。Web サイトの更新，より良
い Web サービスの紹介など，バージョンアップし
た第 2 版。
978-4-87424-732-7 四六 304頁
(1,600)円
'17【発行 くろしお出版】
日本語教師のための TIPS77 第 3 巻

日本語教師のための
「授業力」を磨く 30 のテーマ。
河野俊之,小河原義朗著
日々の授業を振り返り，さまざまな角度で観察し，
その中から見いだした課題を次の授業へ応用して
いくことで「授業力」は高まります。授業力を高
めるための視点を，事例を通して，一緒に授業力
の改善を考えましょう。
978-4-7574-1113-5 A5 233頁
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(2,200)円
'06【発行 アルク】

音声教育の実践
當作靖彦,横溝紳一郎シリーズ監修,
河野俊之著
「発音への関心を持たせるにはどうしたらいいか
考えよう」，「母語別の誤用の傾向を知ることにつ
いて考えよう」等，音声教育に関する疑問や指導
法を解説。学習者の母語別の音声や，指導中の教
師の動きを WEB で配信。
978-4-87424-615-3 四六 288頁
(1,600)円
'14【発行 くろしお出版】

7 日でわかる日本語教師のための IT
講座
Word・Excel・PowerPoint から画像・動画編集まで

中澤一亮,畑佐一味著
日本語教師にとって必要な IT の基本スキルをや
さしく解説。実際の日本語教師からの声に基づい
ており，頻繁に行う作業を軽減するテクニックが
満載。動画サイトも用意し，紙面だけではわかり
にくい動作も確認できる。
978-4-87424-657-3 B5 174頁
(1,900)円
'15【発行 くろしお出版】

新人日本語教師のための
授業づくり練習帖
鴻野豊子,高木美嘉著
50 を超える授業場面において，どのような方策を
取ればよいか，自ら思考し解決法を探りながら，
授業力に磨きをかけていきます。ベテラン講師に
よるヒントと模範解答があるので自らの解決力が
アップするとともに，的確なアドバイスもついて
います！
978-4-7981-4904-2 B5 212頁

ドラマチック日本語コミュニケーシ
ョン

(2,000)円
'16【発行 翔泳社】
初級

「演劇で学ぶ日本語」リソースブック

野呂博子,平田オリザ,川口義一,橋本慎吾編
日本語教育史上初の「演劇」を活用した教室活動
のリソースブック。豊富な活動実践例を紹介して
いる。劇作家平田オリザ監修の書き下ろしシナリ
オを活用ガイドとともに収録。「ほんとうに話せ
るクラス」を目指す人に。
978-4-904595-19-0 A5 272頁
(2,000)円
'12【発行 ココ出版】

イラスト満載！ 日本語教師のため
の活動アイディアブック
小山悟著
地域の日本語教室の，目的もレベルも様々な学習
者が，一緒に楽しく効果的に学べるような活動を
紹介し，授業の進め方を詳しく解説。学習者が思
わず話したくなるようなトピックを 20 収録。『み
んなの日本語』文法項目対応表付き。
978-4-88319-718-7 B5 179頁 CD1枚
CD-ROM1枚付き (2,600)円
'15【発行 スリーエーネットワーク】

教室を楽しくする
初級日本語スキット集
Teaching Japanese: Elementary Practice Skits

初中～上級

水谷信子著

978-4-7890-0691-0 B5 160頁 (1,942)円(品切れ)
978-4-7890-0692-7 テープ C40×1
(1,942)円(品切れ)
'93【発行 ジャパンタイムズ】

石黒圭編著,安部達雄,新城直樹,有田佳代子,
植松容子,渋谷実希,志村ゆかり,筒井千絵著

新人日本語教師のための
お助け便利帖

初級後半から上級の日本語クラス対象

学習者のコミュニケーション能力を伸ばすための
口頭表現(会話）教育の活動を会話授業担当の教師
に向け，紹介。活動に必要なワークシートもつい
ているので，どの活動もすぐに授業で実践できる。
978-4-88319-580-0 B5 244頁
(1,800)円
'11【発行 スリーエーネットワーク】

鴻野豊子,高木美嘉著
あこがれの日本語教師になっても，授業が上手く
いかないという悩みはありませんか。そんな方の
ために 80 以上のテーマについて，ベテラン講師が
長年培った経験にもとづき，問題の背景から具体
的な授業の運び方までスッキリ答えてくれます。
978-4-7981-4219-7 B5 240頁
(2,000)円
'15【発行 翔泳社】

教師とコーディネーターのための
日本語プログラム運営の手引き
丸山敬介著
企業研修生または定住型・長期滞在型の外国人を
対象とした短期プログラムを設置・運営するコー
ディネーター，そこで指導する日本語教師のため
の手引き。学習者のニーズをよりよい形で実現さ
せるための方法や姿勢を，プログラムの立案・進
行から終了に至るまで段階ごとに解説。
978-4-88319-360-8 A5 145頁
(1,600)円
'05【発行 スリーエーネットワーク】
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談話練習を楽しく行うためのスキット集。初級の
主要文型を織り込んだユーモアあふれるスキット
を約 70 本収録。慣れない方でもすぐに教室で行え
るよう，指導の際の準備や注意点も掲載。

会話の授業を楽しくする コミュニ
ケーションのためのクラス活動 40

クラス活動集 101

初～上級
初級(日)

―『新日本語の基礎Ⅰ』準拠―

高橋美和子,平井悦子,三輪さち子著
『新日本語の基礎Ⅰ』の各課の指導項目に沿って
作られたクラス活動集。語彙・活用形・文型・表
現・場面に応じた使い方が自然に身につくよう工
夫され，便利なワークシート・情報カードも充実
している。
978-4-88319-021-8 B5 196頁
(1,748)円
'94【発行 スリーエーネットワーク】

続・クラス活動集 131

日本語教師必携 すぐに使える
「レアリア・生教材」アイデア帖
国際交流基金著
食品のパッケージ，チケットの半券，薬の箱や袋，
料理メニューなど，初級から上級まで使えるレア
リア・生教材の活用法や，授業ですぐ使えるアイ
デアを多数紹介。これから海外で教える先生にも
おすすめの一冊。
978-4-88319-400-1 A5 229頁
(1,800)円
'06【発行 スリーエーネットワーク】

初級(日)

TEACH JAPANESE 第 2 版

―『新日本語の基礎Ⅱ』準拠―

高橋美和子,平井悦子,三輪さち子著
『クラス活動集 101』の続編。学習者の学習意欲
を高める活動が満載。簡潔でわかりやすい解説と
すぐ使えるワークシート，豊富なイラストでクラ
スをより活発に，楽しくする。使用文型が一目で
わかる学習項目一覧表付き。
978-4-88319-058-4 B5 240頁
(2,039)円
'96【発行 スリーエーネットワーク】

日本語を教えよう

河野俊之著
知識は十分にあっても，いざ実習となると戸惑う
人は多い。本書は著者が実際に実習生であった時
の体験と，実習を指導した経験をもとに教え方の
ポイントをわかりやすく解説している。経験の浅
い教師の方にもオススメ。
978-4-89358-549-3 A5 147頁
(1,200)円
'03【発売 凡人社】

初級

児童・生徒のための
日本語わいわい活動集
国際交流基金日本語国際センター著

教室活動参考書

教室で使える日本語の活動を 105 掲載。初級レベ
ルの日本語をゲーム・聴解・読解・会話・作文な
どで楽しく学べる。すぐに使えるワークシート・
CD1 枚付き。
978-4-88319-357-8 B5 275頁 CD1枚付き
(2,500)円
'05【発行 スリーエーネットワーク】

初級からはじまる「活動型クラス」
―ことばの学びは学習者がつくる―
『みんなの日本語』を使った教科書・活動型クラス
を例に

細川英雄,武一美編著,金龍男,坂田麗子,
村上まさみ,森元桂子著
初級教材の定番『みんなの日本語』を使ったクラ
スと並行して行うコースを例に，効果的なことば
の学びについて具体的に「活動型クラス」を提案
する。
978-4-88319-593-0 A5 88頁
(1,200)円
'12【発行 スリーエーネットワーク】

202

絵で導入・絵で練習
Practise with pictures, Learn through pictures

足立章子,梅田康子,亀田仁,齋藤伸子,
斉藤祐美,鶴田優著
初級の授業で大切な文型導入に苦労している方は
多いはず。本書は文型を分かりやすく表した「導
入のための絵」と「練習するための絵」700 点以
上をすべて著作権フリーで掲載。文型ごとに導入
方法の例，宿題にも使える練習シートもついてい
て便利。
978-4-89358-576-9 B5 134頁 CD-ROM1枚付き
(2,800)円
'04【発行 凡人社】
日本語教育資料シリーズ
コミュニケーション重視の学習活動 1

プロジェクトワーク
日本語教育研究会資料シリーズ編集委員会編,
田中幸子,猪崎保子,工藤節子著
プロジェクトワークとは，「学習者が身につけた
日本語を運用し，実際のコミュニケーションが体
験できる活動」と本書は説く。日本語教育とプロ
ジェクトワークを具体的に記述した唯一の書！
978-4-89358-290-4 B5 96頁
(絶版)
'88【発行 凡人社】

日本語教育資料シリーズ
コミュニケーション重視の学習活動 2

978-4-89358-715-2 A5 138頁

(1,400)円
'09【発行 凡人社】

ロールプレイとシミュレーション
日本語教育研究会資料シリーズ編集委員会編,
田中幸子,猪崎保子,工藤節子著
「コミュニケーションのなめらかさを養う学習活
動」を実践するための例を挙げ，教師はどのよう
に指導するのかなどの具体的な問題について考察
する。各クラスの実情に応じて工夫しながら活用
していただきたい。
978-4-89358-291-1 B5 120頁
(絶版)
'89【発行 凡人社】
日本語教育資料シリーズ
コミュニケーション重視の学習活動 3

コミュニケーション・ゲーム
日本語教育研究会資料シリーズ編集委員会編,
金田智子,保坂敏子著
ゲームとは参加者 1 人 1 人が効率よく一斉に作業
目標を達成する一種のタスクである。そこでは短
時間で集中的に学習項目が使用でき，意味のある
コミュニケーションを増やすことができる。本書
では冒頭の理論に続き，全 24 例(バリエーション
を含めると更に多数)のすぐに教室で使えるゲー
ムが紹介されている。
978-4-89358-163-1 B5 108頁

(絶版)
'92【発行 凡人社】

日本語教育の過去・現在・未来
第 3 巻 教室
水谷修監修,小林ミナ,衣川隆生編著,
池上摩希子,島田徳子,古川嘉子,森本郁代,
柳町智治,山内博之著
「教室」と聞いて思い浮かべるのはどんな場所だ
ろうか。教師と学習者，机にいすと黒板…。教師
が知らず知らずのうちに作ってしまっている「教
室」イメージ，そして，そこに存在する「教師」
と「学習者」，「授業」…それら暗黙となっている
ルールを指摘し，打破するきっかけとなる新たな
「教室」概念と実践を紹介した一冊。ぜひ，本書
を日々の教室作りに役立ててほしい。
978-4-89358-706-0 A5 230頁
→p.232

(2,500)円
'09【発行 凡人社】

日本語ドキドキ体験交流活動集
Japanese through Real Activities
→p.38
'08【発行 凡人社】
外国人と対話しよう！

にほんごボランティア手帖
初級(英)(韓)(中)(日)

御舘久里恵,中河和子,吉田聖子,米勢治子,
仙田武司著

多言語やりとり素材集
コミュニティーでコミュニケーション

足立祐子,松岡洋子著

外国人と対話しよう！

にほんごボランティア手帖
すぐに使える活動ネタ集
米勢治子編著,吉田聖子著

タスクで伸ばす学習力
学習ストラテジーを活かした学びの設計

伴紀子監修,宮崎里司編
本書は，学習ストラテジーの知識をしっかり押さ
える理論編と，理論に裏打ちされたタスク例を紹
介するタスク編の 2 部構成。自律学習できる学習
者を育てることを目標に，メタ認知ストラテジー
に焦点を当てた理論とタスクを紹介している。こ
れから日本語教師を目指す人，日本語教師になっ
たばかりの人はもちろん，新しいタスクを試みた
いベテランの先生方にもおすすめ。

地域社会における日本語教室が目指すべき姿，日
本語ボランティアの役割の基本的なものを示し，
「対話中心の活動」を提案した前作からおよそ 1
年。「具体的にはどうしたらいいの？」という声に
応えて，活動事例集ができました。第 1 章では，
どんなトピックを扱い，どうやって対話活動を促
進するのか，基本的な考え方を提示。
第 2 章では，
30 を超えるトピック例を挙げ，準備するツールや
トピックの提示方法について，イラストを交えて
具体的に示した。第 3 章には，ワークシート，絵
カードなどを収載。
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本書は，地域の日本語教室で使うことを想して作
られた，やりとりのためのイラスト素材集。地域
社会で人とのつながりをつくるきっかけとなる場
面を 8 つ取り上げており，「本当に話したいこと」
を大切にして活動を行うことができる。場面別の
イラスト素材を 16 枚収録しているほか，素材の
使い方，活動例，単語ノート掲載されている。こ
れらはすべて英語，中国語，韓国語の対訳付きで
すので，日本語の学習だけにこだわらず，ランゲ
ージエクスチェンジにも使える。
978-4-89358-812-8 B5 110頁
(1,300)円
'12【発行 凡人社】

「多文化共生」を目指す日本語ボランティアは何
をすればいいのだろうか。その答えがこの本にあ
る。ボランティア日本語教室の現場を知り尽くし
た執筆陣が辿りついた答えは「相互理解のための
対話活動」。日本語ボランティアに関心のある方，
すでにボランティアで活動している方，日本語教
師として教えている方，そんな方々に是非おすす
めしたい価値ある一冊。
978-4-89358-738-1 A5 108頁
(1,200)円
'10【発行 凡人社】

978-4-89358-779-4 A5 144頁

(1,400)円
'11【発行 凡人社】

秘伝 日本語教育実習 プロの技
中川良雄著
「日本語教育実習」を体系的に教授・学習するた
めの一冊。本書で紹介するさまざまな教室活動を
基に，教師としての成長を促す。実習テキストと
してはもちろん，悩める日本語教師の座右の書と
して。
978-4-89358-560-8 A5 166頁
(絶版)
'04【発行 凡人社】

ことばの意味を教える 教師のため
のヒント集 気持ちを表すことば編
有賀千佳子,大渕裕子,桜木和子,桜木紀子,
玉置亜衣子著
気持ちをあらわすことばを説明するときに使える
｢場面集｣です。人がそういう気持ちになる「場面」
を数多く提示することによって，その言葉の意味
をわかりやすく教えようという発想で編集。授業
の準備にも便利。
978-4-8386-0397-8 A5 234頁
(2,500)円
'01【発行 武蔵野書院】
ケンブリッジ応用言語学シリーズ

第 2 言語クラスルーム研究[新装版]
クレイグ・ショードロン著,田中春美,
吉岡薫訳
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教師と学習者の授業に際しての行動と，教師＝学
習者間の交流活動について無数の研究成果を要約
し，そのような行動が，言語学習にどのような影
響を与えるかを考察する。語学教師は必読の書。
978-4-89798-650-0 A5 316頁
(2,000)円
'06【発行 リーベル出版】
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日本語概説
私たちの日本語

初中級

定延利之編著,森篤嗣,茂木俊伸,金田純平著

新日本言語地図
分布図で見渡す方言の世界

大西拓一郎著
全国方言分布調査（FPJD）の情報に基づく 150 図
を収録した言語地図・方言地図集。
978-4-254-51051-5 B5 320頁
(6,000)円
'16【発行 朝倉書店】

身近に見られる事例から，最新の日本語学のさま
ざまな研究テーマを読み解いていくテキスト。
978-4-254-51041-6 A5 160頁
(2,300)円
'12【発行 朝倉書店】

私たちの日本語研究

中級

―問題のありかと研究のあり方―

定延利之編
身近な日本語にツッコミを入れ面白がることで，
「私たちの」日本語の今日的テーマに肉薄する。
978-4-254-51046-1 A5 184頁
(2,200)円
'15【発行 朝倉書店】

データで学ぶ日本語学入門
計量国語学会編著
日本語学の各テーマを，統計初学者にもわかる，
やさしい計量的な手法で解説したテキスト。
978-4-254-51050-8 A5 168頁
(2,600)円
'17【発行 朝倉書店】
日本語ライブラリー

中級(日)

方言学
真田信治編著
方言の基礎的知識を概説し，各地の方言を全般的
にカバーしつつ，特に若者の方言運用についても
詳述した。〔内容〕概論／各地方言の実態／社会と
方言／方言研究の方法

日本語ライブラリー

初中級

日本語概説
沖森卓也編著
見開き単位の小項目で，日本語学の様々なテーマ
を軽妙に解説。〔内容〕総論／音韻・音声／文字・
表記／語彙／文法／日本語の諸相／日本語の研究
978-4-254-51523-7 A5 176頁
(2,300)円
'10【発行 朝倉書店】

藤田保幸著
本書は，教室での講義を大切にするという考え方
で構成された“わかる”授業のためのテキストで
す。基本事項を精選した見通しのよい構成で，例
題・検討課題を手掛かりに，日本語学の基礎を無
理なく学べます。
978-4-7576-0541-1 A5 171頁
(1,300)円
'10【発行 和泉書院】
新「ことば」シリーズ 22

辞書を知る
国立国語研究所編
辞書の作り方やその将来像，多種多様な辞書の内
容等を楽しみながら学べる。日本テレビ・井田由
美さんのエッセイや，北原保雄・山口仲美・杉戸
清樹各氏による座談会「いまどきの日本語・いま
どきの辞書」も収録。
978-4-324-08649-0 A5 128頁
(476)円
'09【発行 ぎょうせい】

やさしい日本語のしくみ
庵功雄,日高水穂,前田直子,山田敏弘,
大和シゲミ著

日本語ライブラリー

初中級

日本語史概説
沖森卓也編著
図表・資料を多数収録し，より深い日本語史の理
解を目指す。〔内容〕総説／音韻史／文字史／語彙
史／文法史／待遇表現史／文体史／位相語史
978-4-254-51522-0 A5 208頁
(2,600)円
'10【発行 朝倉書店】

これから言語学・日本語学の勉強を始める人や，
日本語教師になる人のための，日本語入門の教科
書。基礎的かつ興味深いトピックを厳選。平易か
つ，研究成果も踏まえ，日本語のしくみを丁寧に
解説。
978-4-87424-284-1 A5 104頁
(1,000)円
'03【発行 くろしお出版】
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日本語概説

978-4-254-51524-4 A5 228頁
(3,500)円
'11【発行 朝倉書店】

緑の日本語学教本

(日)

日本人の言語観とその未来
日本語はいかにつくりあげられるべきか

山田豪著
長年英語教育の現場に携わった著者による，清新
な日本語教育論。日本語の本質的分析を行い，さ
らに今後教育が進むべき道を提示する。
978-4-336-05342-8 四六 432頁
(2,800)円
'11【発行 国書刊行会】

アクティブ・ラーニング対応

日本語を分析するレッスン
野田尚史,野田春美著
「しりとり」「若者ことば」「マンガ」「漫才」など
のことばに関わる身近な話題ごとに章を設定し，
学習者同士の議論を通じて言語分析の基本的な方
法が身につくようにした全く新しいタイプの「日
本語学」テキスト。
978-4-469-21362-1 A5 176頁
(1,500)円
'17【発行 大修館書店】

ココが面白い！

日本語学

岡﨑友子,堤良一,松丸真大,岩田美穂編
（ほぼ）若手研究者たちによる，新しいタイプの
日本語学の教科書。歴史，方言，現代語をバラン
スよく収録し，学生が「面白い」と思えるネタを
用いて，日本語学に必要な知識を解説していく。
978-4-904595-90-9 A5 234頁
(1,600)円
'17【発行 ココ出版】

タテ書きはことばの景色をつくる

国語要説 五訂版
和田利政,金田弘著
日本語に関する基本的・基礎的な知識の理解・習
得をめざして，音韻・文字・語彙・文法・文章・
方言などを組織的・体系的にまとめた。学習者の
便宜に図版・写真・参考文献が充実。1981 年の初
版次以来改訂版を重ねたロングセラー。
978-4-477-01550-7 A5 176頁
(1,300)円
'03【発行 大日本図書】

タテヨコふたつの日本語がなぜ必要か？

熊谷高幸著
ヨコ書きが増え，中国，韓国でもタテ書きが消え
ていく中，タテ書きの存在理由とは？ 文章の成
り立ち，視覚や記憶のしくみと多角的な実験結果
から，タテヨコが併存するからこそ成り立つ日本
語の魅力を再発見する！
978-4-7885-1357-0 四六 184頁
(1,900)円
'13【発行 新曜社】

新訂 国語史要説
金田弘,宮腰賢著
上代から現代にいたるまでの日本語変遷のあとを
たどり，各時代の代表的な資料を掲げ，具体例を
通して日本語の変遷の特色が理解できる。また国
語史資料年表として，年表にも主要な資料・文献
に簡潔な解説がついている。
978-4-477-00732-8 A5 202頁
(1,500)円
'97【発行 大日本図書】

日本語概説

日本語は映像的である
心理学から見えてくる日本語のしくみ

熊谷高幸著
コミュニケーションの基本「共同注視」は，言語
の成り立ちと密接につながっている。主語の省略
や敬語の多さを，共同注視の視点とそれに基づく
映像的な特性から解き明かした，新しい見方を切
り拓く刺激的な日本語論！
978-4-7885-1258-0 四六 196頁
(1,900)円
'11【発行 新曜社】

許すな！ 悪文と不正確発音
正統的な日本語能力養成のために

赤塚伊三武著
新聞，雑誌，広告，市中の掲示，駅や電車内での
アナウンスならびに公共放送，その他の公共性が
高い場面から収集した文法違反や不適切な用例を
挙げ，できるだけ出典あるいは責任者名付きで個
別に解説。
978-4-88730-781-0 A5 260頁
(1,800)円
'07【発行 大学教育出版】
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音声・音韻
第二言語としての日本語の発音と
リズム
日本語の音

鶴谷千春著
沖森卓也,木村一編著

音声・音韻を概説。日本語の音構造上の傾向や特
色を知ることで，語彙・語史まで幅広く学ぶ。
978-4-254-51615-9 A5 148頁
(2,600)円
'17【発行 朝倉書店】

コミュニケーションのための
日本語・音声表現

第二言語としての日本語の発音習得過程，発音習
得に関する疑問をあげ，学習者の誤りを参照しな
がら，第二言語の音韻的・韻律的特徴を解説。方
法，教材，教授法などを提供。
978-4-86327-013-8 A5 162頁
(1,900)円
'08【発行 溪水社】

実験音声学入門

中上～上級

Japanese Colloquial Expressions

城生佰太郎著
加瀬次男著

「話して伝える」「読んで伝える」といった項目に
ついて，話しことばによる具体的な音声表現技術
を解き明かした書。演習により，話す・読むスキ
ルが身につく最適な 1 冊。各大学がテキストに使
用。『国語表現』『朗読講座』のテキストとしても
好評。
978-4-7620-1034-7 B5 247頁

(2,800)円
'01【発行 学文社】

音声学は言葉を生業とする人に不可欠な実学的側
面はもとより，「構音障害」のリハビリ，外国語教
育にも欠かせない。先端の脳科学にも触れつつ音
声言語の真髄について実証的に説いた音声学の決
定版。◎2005 年版国際音声記号採用
978-4-904202-00-5 A5 187頁
(3,000)円
'08【発行 サン･エデュケーショナル】

日本語音声科学

中上～上級

城生佰太郎著

日本語教育のための音声表現
Japanese colloquial expressions

加瀬次男著

978-4-7620-1079-8 B5 210頁

(2,500)円
'01【発行 学文社】

978-4-904202-01-2 A5 196頁
(3,000)円
CD-ROM
(40,000)円
'98【発行 サン･エデュケーショナル】

発話リズムと日本語教育
小熊利江著

日本語アクセント入門
外国人の日本語の発音はなぜ不自然なのか？
音声の聴覚印象に大きく影響するリズムの習得に
焦点をあて，その原因と指導法，習得プロセスを
わかりやすく解説する。
978-4-7599-1688-1 A5 210頁
(7,000)円
'08【発行 風間書房】

(日)

松森晶子,新田哲夫,木部暢子,
中井幸比古編著
学習しやすい基本編・発展編の 2 部構成（全 13
章）。東京方言をはじめとして，鹿児島方言や京都
方言，琉球方言まで解説。「ポイント解説」と「練
習問題」，楽しめる 47 の「コラム」。
978-4-385-36531-2 A5 224頁

(1,900)円
'12【発行 三省堂】
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音声・音韻

音声言語としての日本語運用についてわかりやす
くまとめられている。日本語教育能力検定試験に
対応，日本語の音声指導ができるように日本語の
音声について実践的にわかりやすく説き起こされ
ている。「聞いて伝える」力が身につく。

音声学を取り巻く環境の変化に対応すべく可能な
限り実験を行い，実データを分析することにより，
音声学が客観的なデータに裏打ちされた独立科学
であることを明らかにしている。脳波実験に基づ
くアクセント認知などにも言及。CD-ROM には書籍
でわかりづらいと思われる実験データの図版を中
心に，もとになった音響事実と脳波測定データと
を，音声による解説を交えながら平易に示してい
る。

日本語音声学入門 改訂版

音声アクセントクリニック
斎藤純男著

酒井裕著

日本語に重点を置いた一般音声学の入門書。なじ
みのある言語の例を手がかりとして学習できるよ
う 8 言語から採録。音声学について予備知識のな
い人でも理解できるよう平易に解説。学習効果を
高める「コラム」を収録。

「自分が発音できなくては，人に教えることはで
きない」という,言語教育の基礎を習得するのに格
好の書。元 NHK アナウンサーであり，音声教育に
携わってきた著者の経験に基づくわかりやすい内
容と，豊富な練習問題により，習得の困難なアク
セントも自然に身につくように工夫されている。

978-4-385-34588-8 A5 216頁

(2,000)円
'06【発行 三省堂】

978-4-89358-192-1 A5 208頁
(絶版)
978-4-89358-193-8 テープ C60×1
(絶版)
'92【発行 凡人社】

日本語教育をめざす人のための
基礎から学ぶ音声学
シンポジウム日本語音声教育
鹿島央著
韻律の研究と教育をめぐって
日本語の音声について，単音・音節・韻律レベル
で体系的に解説するとともに，学習者の現象や問
題点にも言及。具体的な音声教育の方法も示され
た一冊。
978-4-88319-231-1 A5 193頁 CD1枚付き
(1,900)円
'02【発行 スリーエーネットワーク】
ヴェルボトナル法実践シリーズ

第1巻

ヴェルボトナル法入門
ことばへのアプローチ

クロード・ロベルジュ監修,
ペタル・グベリナ,
ミルコ・クラペッシュ他著
話しことばの知覚(脳と身体)に基礎をおいたこの
メソッドは，
1950 年代以来フランスをはじめ数 10
か国で，外国語視聴覚教育，聴覚障害など様々な
分野に応用されている。日本語発音指導にも示唆
に富む基礎理論集。
音声・音韻

978-4-8086-0601-5 A5 184頁
(2,800)円
'94【発行 第三書房】
ヴェルボトナル法実践シリーズ

第2巻

話しことば指導の技法
リズムと身体の発見

クロード・ロベルジュ監修,原田英一編
外国語発音教育，聴覚・言語障害リハビリなど様々
な分野で応用され，世界的に高い評価を受けてい
るヴェルボトナル法の多様なテクニックを，具体
的に多くの例をあげて解説。外国人向け日本語発
音指導法の示唆に富む書。
978-4-8086-0602-2 A5 240頁
(3,300)円
'95【発行 第三書房】

208

水谷修,鮎沢孝子編
(900036) B5 100頁

(絶版)
'91【発売 凡人社】

日本語教育の過去・現在・未来
第 4 巻 音声
水谷修監修,河野俊之,小河原義朗編著,
池田優子,高橋恵利子,野呂幾久子,福岡昌子,
松崎寛,閔光準著
これまでの音声研究と音声教育を概観し，その現
状と問題点を踏まえ，日本語音声教育とは―，実
践研究とは―，教師養成とは―を論じた。音声教
育を実践，研究しようとする方必見。音声教育観
を刺激する一冊。
978-4-89358-707-7 A5 230頁
→p.232

(2,500)円
'09【発行 凡人社】

日本語の発音指導
VT 法の理論と実際
クロード・ロベルジュ,木村匡康編著
話しことばをグローバルに習得させる VT 法を説
く。リズム・イントネーションの学習を優先させ，
身体の動きと発音器官の動きとの相互作用を導入
する。国内で類書なき日本語の発音指導教本。
978-4-89358-048-1 A5 186頁
(絶版)
'90【発行 凡人社】

語彙・意味
978-4-7599-1898-4 A5 288頁
(7,000)円
'11【発行 風間書房】

俗語入門
俗語はおもしろい！

米川明彦著
いつ，どこで，だれが何のために俗語を生み出す
のか，さまざまな用例とともにわかりやすく解説。

接続助詞ケドの発話解釈過程と談話
展開機能

978-4-254-51053-9 A5 192頁
(2,500)円
'17【発行 朝倉書店】
日本語ライブラリー

初中級(日)

語と語彙
沖森卓也編著
日本語の語（ことば）を学問的に探究するための
入門テキスト。〔内容〕語の構造と分類／さまざま
な語彙（使用語彙・語彙調査・数詞・身体語彙ほ
か）／ことばの歴史（語源・造語・語種ほか）／
ことばと社会（方言・敬語ほか）
978-4-254-51528-2 A5 192頁
(2,700)円
'12【発行 朝倉書店】
日本語ライブラリー

中級

ことばの借用
沖森卓也,阿久津智編著

分類語彙表（増補改訂版）
Word List by Semantic Principles, Revised and
Enlarged Edition

国立国語研究所編
同じような意味の言葉を集めて，体系的に分類・
整理したシソーラス。現代日本語の語彙の集大成。
意味を手がかりに一覧表の中から適切な言葉を探
し出す。日本語教育における基本語彙選定の基礎
資料。収録語数 96,000 語。
978-4-477-01661-0 B5 720頁 CD-ROM付き
(4,700)円
'04【発行 大日本図書】
語彙・意味

日本語の外来語と外来語としての日本語を言語的
借用の観点で捉え，世界の中の日本語を考える。
978-4-254-51613-5 A5 164頁
(2,600)円
'15【発行 朝倉書店】

永田良太著
接続助詞ケドについて，用法間の関係，各用法を
規定する接続関係の談話展開への反映のされ方を
考察し，談話における接続助詞の機能について論
ずる。
978-4-86327-376-4 A5 185頁
(3,800)円
'17【発行 溪水社】

ことばの説明・文例集

この言葉、外国人にどう説明する？
鈴木智美,春原憲一郎,星野恵子,松本隆,
籾山洋介著
初・中級で説明の難しい語彙を題材に，“ことばを
説明する技術”を磨く。全国の現役教師などから
集めた公募作から秀作を選び，講評。説明文は実
際の指導を想定し，初級の語彙・文型を使用。ア
レンジしてすぐに教室で使える。
978-4-87217-677-3 四六 192頁
(1,600)円
'08【発行 アスク出版】

普遍性と可変性に基づく
言語構造の構築メカニズム
用法基盤モデルから見た日本語文法における第一言
語と第二言語習得の異同

橋本ゆかり著
第一言語と第二言語習得の異同を探りつつ言語構
造構築メカニズムの仮説を提示。長期フィールド
ワークと精密な分析から用法基盤モデルの有効性
を実証的に示す意欲作。
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文章・談話・表現
日本語ライブラリー

中級

文章と文体

日本語教師のための

現代日本語表現文典
沖森卓也,山本真吾編著

生田目弥寿編著

文章とは何か，その構成・性質・用途に最適な表
現技法を概観する。日々流入する情報を的確に取
得し，また読み手に伝えていくための文章表現の
技法を解説し，コミュニケーション力を高める。
978-4-254-51614-2 A5 160頁
(2,400)円
'15【発行 朝倉書店】

ある意図を日本語で表現したい場合に，どのよう
な文型を用いて言い表すかを説明した文法書。現
代語に用いられている主な表現を収集し，用例を
多く掲げてその使い方を説明。日本語教師必携の
参考書。
978-4-89358-319-2 A5 234頁
(3,107)円
'96【発行 凡人社】

四字熟語グラフィティ

初中級(日)
国立国語研究所研究会報告論集

五味太郎作
一石二鳥，隔靴掻痒，荒唐無稽など 90 種類の四字
熟語を五味太郎流に解説。あらゆる方向から考え
る五味太郎ならではのユーモアあふれるエッセイ。
978-4-87110-070-0 A5 192頁
(1,300)円
'09【発行 絵本館】

比喩論
多門靖容著
ようこそ，比喩の森へ! 現代日本語，古典語の豊
富な用例をもとに，隠喩の機構，日本語の比喩史，
比喩の思考をわかりやすく説く。比喩の森の良き
ガイド。
978-4-7599-2041-3 A5 158頁
(2,000)円
'14【発行 風間書房】

日本語ディスコースへの多様なアプ
ローチ
－会話分析・談話分析・クリティカル談話分析－

大原由美子編著,国立国語研究所編
国立国語研究所の，ディスコースを題材にしたシ
ンポジウムをもとに作成。シンポジウムでの発表
に加筆した第 1 部，参加者間での活発な議論や，
シンポジウム後の参加者から発表者に対する質問
とその回答をまとめた第 2 部で構成。日本語のデ
ィスコースに「クリティカル談話分析」「談話分
析」「会話分析」という 3 つの方向からアプローチ
した刺激的な一冊。
978-4-89358-622-3 A5 228頁 (2,400)円(品切れ)
'07【発行 凡人社】

文章・談話・表現

学習者の発想による

日本語教育のためのコーパス調査入
門

日本語表現文型例文集
初級後半から中級にかけて

李在鎬,石川慎一郎,砂川有里子著
坂本正編著
これならできる！ 日本語教育での活用を前提に，
コーパスの概念的紹介から具体的なコーパスの
例・分析方法・作り方まで一通りをカバー。専門
的背景やパソコンの知識を前提にせず説明用語を
選択。他書に頼らず読み進められる。
978-4-87424-560-6 A5 248頁
(1,800)円
'12【発行 くろしお出版】

文法・談話研究と日本語教育の接点

初級から中級レベルで学ぶ約 250 の文型に，それ
ぞれ 15～20 の例文を集めた例文集。総収録例文数
は 3,500 以上に及ぶ。全ての文が日本語学習者に
よって考え出されたもので，ユニークな発想に富
んでいる。導入時の留意点付き。
978-4-89358-334-5 A5 370頁
(2,600)円
'96【発行 凡人社】

中上級日本語表現文型例文集

阿部二郎,庵功雄,佐藤琢三編

石橋玲子編著

「文法，談話の研究と日本語教育を結びつける」
という課題に挑んだ執筆者による研究成果を示し
た論文集。日本語学・日本語教育双方にとって示
唆に富む論が満載。巻末に砂川有里子・白川博之
氏による対談を収録。
978-4-87424-653-5 A5 360頁
(4,200)円
'15【発行 くろしお出版】

日本語を母語とする学生から中高年者まで幅広い
層の人が作成した中上級日本語表現の例文集。中
上級の表現文型をほぼ網羅。すべての文型に日本
語能力試験の級がついている。また，他の文型辞
典など 8 冊とページ数までリンクしてあるため，
活用の幅が広がる。
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978-4-89358-634-6 A5 324頁

(2,400)円
'07【発行 凡人社】

文法
日本語研究叢書（フロンティアシリ
ーズ）

978-4-87424-721-1
（28）『現代日本語の反復構文』 A5 312頁
(3,800)円
'97～16【発行 くろしお出版】
日本語教育のための

仁田義雄,ほか編

文法コロケーションハンドブック
中俣尚己著
ある文法項目が，どんな動詞／形容詞／名詞と組
み合わさって使われるのかをまとめたハンドブッ
ク。コーパス＋教科書のデータを組み合わせて提
示。豊富な例文を掲載し，例文・教材づくりに役
立つ。
978-4-87424-630-6 A5 252頁
(1,800)円
'14【発行 くろしお出版】
日本語ライブラリー

初中級(日)

古典文法の基礎
沖森卓也編著
古典文法を初歩から学ぶためのテキスト。解説に
はわかりやすい用例を示し，練習問題を設けた。
文法の時代的変遷や特殊な用例の解説も収録。
〔内容〕総説／用言／体言／副用言／助動詞／助
詞／敬語／特殊な構造の文
978-4-254-51526-8 A5 160頁
(2,300)円
'12【発行 朝倉書店】
書き込み式でよくわかる
文法

現代日本語についての開拓的研究を刊行すること
を目的としたシリーズ。編集委員会：仁田義雄，
田窪行則，野田尚史，益岡隆志，森山卓郎（企画：
寺村秀夫，顧問：宮地裕，奥津敬一郎，北原保雄）
978-4-87424-150-9
（9）『「の（だ）」の機能』 A5 276頁
(3,800)円
978-4-87424-207-0
（13）『日本語の述語と文機能』 A5 304頁
(3,800)円
978-4-87424-244-5 （14）『日本語の時間表現』
A5 224頁 (3,800)円
978-4-87424-281-0
（16）『水海道方言における格と文法関係』 A5
288頁 (3,800)円
978-4-87424-297-1
（17）『日本語学習者によるアスペクトの習得』
A5 200頁 (3,800)円
978-4-87424-365-7
（18）『日本語否定文の構造』 A5 296頁
(3,800)円
978-4-87424-366-4 （19）『ノダの意味・機能』
A5 336頁 (3,800)円
978-4-87424-382-4
（20）『日本語条件文と時制節性』 A5 224頁
(3,800)円
978-4-87424-438-8
（22）『現代日本語におけるヴォイスの諸相』
A5 256頁 (3,800)円
978-4-87424-462-3
（23）『空間表現の日中対照研究』 A5 176頁
(3,800)円
978-4-87424-468-5
（24）『日本語文法の形式理論』 A5 356頁
(4,200)円
978-4-87424-477-7
（25）『話し言葉における引用表現』 A5 280頁
(3,800)円
978-4-87424-559-0
（26）『現代日本語の計量文体論』 A5 208頁
(3,800)円
978-4-87424-611-5
（27）『日本語数量詞の諸相』 A5 256頁
(3,800)円

日本語教育文法講義ノート
この 1 冊を仕上げて教育現場へ出よう

山下暁美編著,沢野美由紀著
日本語教育に欠かせない文法知識を，現場に結び
付けた形で身に付けることができる 1 冊。単なる
解説書ではなく，自分の手で書き込むことにより，
理解が深まります。本書を使い込み，自信を持っ
て教壇に立ちましょう！
978-4-7574-1399-3 A5 168頁

(1,800)円
'08【発行 アルク】

現代日本語の文法Ⅰ
「のだ」の意味と用法

田野村忠温著
「のです」をはじめ，「のですか」「のでしょう」
「のですから」などの言い方について，その意味
と用法を分かりやすく解きあかす。巻末に，否定
疑問文の用法や，「のです」の研究史などについて
の解説を付す。
978-4-7576-0179-6 四六 254頁
(1,500)円
'02【発行 和泉書院】
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24 週日本語文法ツアー
益岡隆志著

一歩進んだ日本語文法の教え方 1
庵功雄著
文法項目は，典型的なルールと少しの例外を頭に
入れて無理なく導入を図ることが大切。初中級で
問題となる 10 項目の導入方法を解説。用語編では
正確に理解しておきたい用語，発想編では，導入
時の心構えなどを紹介。
978-4-87424-736-5 A5 176頁
(1,400)円
'17【発行 くろしお出版】

教える前に確認しよう！日本語文法
の要点
Essentials of Japanese Grammar for Teachers

富田英夫著
長年アメリカで日本語教育に携わった著者が，最
近の言語学研究をふまえて書いた日本語文法書。
学習者の視点から従来の文法説明を見直し，発話
の動機がよくわかるように解説されている。
978-4-87424-371-8 A5 244頁
(1,800)円
'07【発行 くろしお出版】

基礎日本語文法 －改訂版－
益岡隆志,田窪行則著

文法

説明文を簡潔に，見た目をすっきりとするよう心
がけた日本語文法の教科書のベストセラー。「動
詞」「形容詞」「助動詞」などの節をさらに「基本
的性格」「分類」などに細分化。文法知識を体系的
に整理するのに便利。
978-4-87424-066-3 A5 264頁
(2,200)円
'92【発行 くろしお出版】

日本語文法全体を眺める作業をツアーにたとえ，
著者自らがガイドになり，各名所を解説。学問的
にも優れた日本語の啓蒙書。
978-4-87424-084-7 A5 176頁
(2,200)円
'93【発行 くろしお出版】

日本語学の教え方
教育の意義と実践

福嶋健伸,小西いずみ編
今後の日本語学界の未来は「良い日本語学教育」
にかかっている！ では「良い日本語学教育」と
は何か。それを議論するきっかけとして，各執筆
者が考える日本語学教育の意義，そしてそれを踏
まえた授業実践を紹介。
978-4-87424-698-6 A5 272頁
(2,200)円
'16【発行 くろしお出版】

日本語のシンタクスと意味
寺村秀夫著
日本語の文法研究とその教育実践に大きな功績を
残した著者の代表的著作全三巻。
(三巻については
関係者により補訂)
978-4-87424-002-1 Ⅰ A5 330頁
(3,800)円
978-4-87424-003-8 Ⅱ A5 368頁
(3,800)円
978-4-87424-050-2 Ⅲ A5 358頁
(3,800)円
'82～91【発行 くろしお出版】

日本語文法研究のフロンティア
庵功雄,佐藤琢三,中俣尚己編

日本語記述文法研究会編

今後の日本語文法の分野の活性化のために一石を
投じるような，現代日本語文法とその周辺領域の
開拓的研究を収めた論集。文法研究の新しいフィ
ールドの開拓を主張してきた野田尚史氏をはじめ
とする 16 名による饗宴。

日本を代表する研究者たちの手による，初めての
網羅的かつ体系的な参照文法シリーズ。全 7 巻。

978-4-87424-700-6 A5 344頁
(3,800)円
'16【発行 くろしお出版】

現代日本語文法

978-4-87424-475-3 1巻 第1部 総論 第2部
形態論 総索引 A5 238頁 (2,800)円
978-4-87424-460-9 2巻 第3部 格と構文 第4部
ヴォイス A5 336頁 (2,800)円
978-4-87424-385-5 3巻 第5部 アスペクト 第6部
テンス 第7部 肯否 A5 338頁 (2,800)円
978-4-87424-285-8 4巻 第8部 モダリティ A5
320頁 (2,800)円
978-4-87424-444-9 5巻 第9部 とりたて 第10部
主題 A5 296頁 (2,800)円
978-4-87424-415-9 6巻 第11部 複文 A5 328頁
(2,800)円
978-4-87424-445-6 7巻 第12部 談話 第13部
待遇表現 A5 338頁 (2,800)円
'03～10【発行 くろしお出版】
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日本語文法ファイル
日本語学と言語学からのアプローチ

鈴木孝明著
日本語学を理解するために必要な情報を厳選。多
くの用語で混乱しないよう，専門用語の配置の仕
方にも留意。日本語学と一般言語学，両方の基礎
知識をまとめて得られる。問題，用語相互参照，
キーワード，索引付。
978-4-87424-661-0 A5 216頁
(1,600)円
'15【発行 くろしお出版】

日本語教育学の新潮流 6

はじめての人の日本語文法
野田尚史著
日本語を文法的に分析する力を養ってもらうため
に大学などで行っている授業をコンパクトに再現
したもので，新沼謙一，徳川康子などの登場人物
がおもしろい意見を述べながら展開する日本語文
法入門書。
978-4-87424-053-3 A5 240頁
(2,200)円
'91【発行 くろしお出版】

「序列の接続表現」に関する実証的
研究
日中両言語話者による日本語作文の比較から

黄明侠著
複雑な内容を整理する際に使われる「まず」「次
に」「最後に」といった序列の接続表現。中国人日
本語学習者が書いた説明文と意見文を分析し，そ
の特徴と問題点を，日本語母語話者との比較の中
で考察する。
978-4-904595-36-7

わかりやすい日本語

(3,600)円
'14【発行 ココ出版】

日本語教育学の新潮流 9

野村雅昭,木村義之編
医療・福祉・放送などの現場の日本語，標識・看
板や災害時の伝達手段としての日本語など，様々
な日本語の文の構造，語彙の選択，表記の揺れな
どを「わかりやすさ」の観点から検証，日本語の
今と今後の姿を考える。
978-4-87424-713-6 A5 290頁
(2,800)円
'16【発行 くろしお出版】

文補語標識「こと」
「の」の意味的相
違に関する研究

文脈をえがく
運用力につながる文法記述の理念と方法

太田陽子著
これまでの文法説明や文型指導には「文脈」とい
う観点が欠けていることを訴え，「文脈」を重視し
た新たな文法記述の方法を，モダリティ表現の「ハ
ズダ」を例に提案する。本当に教育に役立つ文法
記述の方法を示す。
978-4-904595-47-3
(3,600)円
'14【発行 ココ出版】

渡邊ゆかり著

日本語／日本語教育研究
中古語から現代語における文補語標識「こと」
「の」の意味的相違の変遷を豊富な表現例文をも
とに研究。通時的な分析から共時的な意味相違の
分析を試みる。
978-4-86327-031-2 A5 210頁
(3,200)円
'08【発行 溪水社】

Studies in Japanese Language and Japanese
Language Teaching
→p.251
'10～【発行 ココ出版】
日本語文法と教え方のポイント

→p.190

日本語学入門

'05【発行 スリーエーネットワーク】

近藤安月子著
日本語教師や日本語教師を目指す人をおもな対象
に日本語学（日本語文法）をわかりやすく解説し
た入門書。各章の章末に練習問題，巻末に解答・
解説付き。「日本語教育能力検定試験」の対策にも
ぴったり。
978-4-327-38452-4 A5 184頁

(1,800)円
'08【発行 研究社】

日本語文法と教え方のポイント

中級日本語文法と教え方のポイント
→p.190
'07【発行 スリーエーネットワーク】

考えて、解いて、学ぶ 日本語教育の
文法

現代日本語指示詞の総合的研究
原沢伊都夫著
堤良一著
先行研究を詳細に検証した上で，指示詞とは何か，
コ・ソ・ア間にはどのような関係があるのか，と
いった問題に答えを与えつつ，指示詞の体系を統
一的かつ単純に説明できる画期的なモデルを構築
する。
978-4-904595-17-6 A5 256頁
(3,600)円
'12【発行 ココ出版】

自ら考える体験を積み重ねることで外国語として
日本語を教えるために，基礎となる文法知識を身
につけるテキスト。
978-4-88319-542-8 B5 180頁 別冊64頁
(1,600)円
'10【発行 スリーエーネットワーク】
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文法

初級日本語文法と教え方のポイント

日本語教師を目指す人のための

日本語文法ハンドブック

日本語学習者の文法習得
初級を教える人のための
日本語文法ハンドブック

野田尚史,迫田久美子,渋谷勝己,小林典子著

→p.192
'00【発行 スリーエーネットワーク】

学習者が日本語作文や発話を間違えるのは，単な
る「誤り」ではない。彼らは道理にかなった独自
の日本語文法を作り上げ，運用している。「学習者
独自の文法」の実体を解明し，日本語教育のより
よい指導法を提唱する。

日本語文法ハンドブック
978-4-469-22154-1 A5 256頁
(2,200)円
'01【発行 大修館書店】

中上級を教える人のための
日本語文法ハンドブック
→p.192

日本語機能的構文研究
'01【発行 スリーエーネットワーク】

A Functional Approach to Japanese Syntax

高見健一,久野暲著

日本語誤用辞典
外国人学習者の誤用から学ぶ日本語の意味用法と指
導のポイント

市川保子編著,浅山友貴,荒巻朋子,板井美佐,
太田陽子,坂本まり子,杉本ろここ,副島昭夫,
田代ひとみ,野田景子,本郷智子著
外国人学習者が日本語を習得する上でおかす「誤
り（誤用）」を取り上げ，その要因を解説し，誤用
から得た日本語指導のポイントをまとめたもの。
170 項目の主要文法項目を網羅し，約 2700 文もの
豊富な例文を掲載。
978-4-88319-522-0 A5 799頁
(3,200)円
'10【発行 スリーエーネットワーク】

生成日本語学入門

話題となっている８構文を取り上げ，機能主義の
立場から丁寧に分析する。多くの言語現象を解き
明かし，常に学界に刺激を与え続けてきた著者た
ちの最新作。
978-4-469-21308-9 A5 300頁
(2,400)円
'06【発行 大修館書店】

日本語の格と文型
結合価理論にもとづく新提案
Japanese Cases and Sentence Patterns

小泉保著
言語の格にかかわるこれまでの内外の研究を幅広
く捉え直したうえで，格と文型について斬新な分
析と考察を展開した意欲作。テニエールの結合価
理論をベースに，多様な言語の実例を挙げて，格
の本質に迫る。

長谷川信子著

文法

精度を増した現在の生成文法の手法を巧みに使い，
きわめて日常的な日本語の構造を手際よく分析す
る。日本語をデータとした本格的な生成文法入門
を兼ねた待望の一冊。
978-4-469-21233-4 A5 206頁
(1,800)円
'99【発行 大修館書店】

生成文法と日本語研究

978-4-469-22185-5 A5 336頁
(3,400)円
'07【発行 大修館書店】

いわゆる日本語助詞の研究
奥津敬一郎,沼田善子,杉本武著
伝統的な国文法における「助詞」を対象とし，そ
れに新しい解釈を加えようとする立場から執筆さ
れた研究論文集。意欲的に新しいカテゴリーの確
立を試論した注目の書。

「文文法」と「談話」の接点

井上和子著
日本語を対象にした言語研究は，生成文法の発展
に寄与してきたか？生成文法 50 年の軌跡を日本
語研究を中心に辿るとともに，談話分析の観点か
ら「ミニマリストプログラム」における日本語研
究の大いなる可能性を探る。
978-4-469-22208-1 A5 202頁
(2,000)円
'09【発行 大修館書店】

978-4-89358-089-4 A5 400頁

日本語運用文法
－文法は表現する－

阪田雪子編著,新屋映子,守屋三千代著
意味と言語形式を結びつける‘規則の束’であり
ながら，言語習得や伝達・表現行為に直接寄与す
る‘情報の束’でもある『文法』の豊かな機能を，
いま一度かみしめるための一冊。コラム「日本語
教育の視点から」が教育への応用上のヒントとし
て役立つ。
978-4-89358-551-6 A5 237頁
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(絶版)
'86【発行 凡人社】

(1,400)円
'03【発行 凡人社】

日本語教育の過去・現在・未来
第 5 巻 文法

日本語文末詞の研究
文構成要素としての機能を中心に

西川寛之著
水谷修監修,小林ミナ,日比谷潤子編著,
岡田みさを,小野正樹,坂口和寛,名嶋義直,
山田敏弘著
大胆な手法と発想で書かれた「日本語教育の過
去・現在・未来」シリーズ。本書は，常に変わり
続けるもの，そして誰もが見つけ出せるものとし
て文法をとらえ，新たな文法との関わり方を提案
する。タスクによって文法観をあぶり出し（第 1
部），解説書や教材での文法の扱われ方を振り返っ
たうえで（第 2 部），実際に言葉を使う場面や教え
る場面を通して文法を見つけ出し（第 3 部），これ
からの文法観を考える（第 4 部）という 4 部構成。
978-4-89358-708-4 A5 222頁
→p.232

特に話し言葉において，文末の表現形式は非常に
多様だが，教科書ではあまり詳しくとりあげられ
ないのが現状である。本書は，日本語の文を区切
るものとして「文末詞」の存在を提案。伝達意図
を文字や音声で表したものがひとつの文として成
立するための必須要素として「文末詞」を定義し，
その種類や重要性を論じる。
978-4-89358-696-4 A5 184頁
(3,200)円
'09【発行 凡人社】

(2,500)円
'09【発行 凡人社】

日本語誤用例文小辞典
A Dictionary of
Japanese Language Leaner's Errors

市川保子著
外国人日本語学習者の作文に現れた文法的誤りを
初級・中級程度の文法項目別に分類，整理。約
1,000 の誤用例文には，学習者の国籍，日本語レ
ベルを記載。誤用関連図，誤用の要因説明，指導
のポイントは生きた指導の指針として最適。
978-4-89358-366-6 A5 460頁 (2,667)円(品切れ)
'97【発行 凡人社】

続 日本語誤用例文小辞典
文法

A Dictionary of
Japanese Language Leaner's Errors Ⅱ

市川保子著
日本語学習者による 1,100 の誤用実例を，分類・
解説。各例文には，学習者の国籍，日本語力レベ
ルが記載され，誤用の要因説明・指導のポイント
は，指導の指針として最適。
978-4-89358-456-4 A5 420頁 (1,905)円(品切れ)
'00【発行 凡人社】

日本語の機能表現形式
－「て形」のすべて－
文法とコミュニケーション機能をつなぐもの

梶井恵子著
「～ている」「～てやる」などの「て＋補助動詞」
すべてを「機能分類表」の作成から，通時的変遷
と現状の検証・分析，日英の機能表現形式の比較
を通して解明した好著。
978-4-89358-380-2 B5 195頁
(2,800)円
'97【発売 凡人社】
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表記
日本語教師のための
導

実践・作文指
石黒圭編著

日本語教師のための「実践」シリーズ第二弾。経
験豊かな執筆陣が，作文指導の基本と実践に分け
て，そのノウハウ，ユニークな授業実践を公開，
共有する。新米教師にも，作文授業のマンネリ化
に悩むベテラン教師にも。
978-4-87424-636-8 A5 224頁
(2,200)円
'14【発行 くろしお出版】

日本語教師のための
導

実践・漢字指
濱川祐紀代編著

大学や日本語学校などの漢字指導実践例や教室活
動例を紹介し，漢字指導の理論も解説。教師が漢
字指導をする上での悩みの解決を手助けし，学習
者のニーズに合わせた指導法や授業に役立つ情
報・アイデア・ヒントを得られる。
978-4-87424-496-8 A5 256頁
(2,200)円
'10【発行 くろしお出版】

文字表記と日本語教育
武部良明著

表記

日本語学習者が漢字かな交じりで文章を書くとき
に間違いやすい点，疑問に思う点を指導していく
上で，教師に求められる知識と方法とは何か。難
しい「表記上の問題点」をやさしく教えるための，
文字表記研究集大成の書。
978-4-89358-114-3 A5 480頁
(絶版)
'91【発行 凡人社】
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講座 日本語コーパス 1

中級

978-4-254-51612-8 A5 168頁
(2,600)円
'14【発行 朝倉書店】

コーパス入門
前川喜久雄編
国立国語研究所のプロジェクトに基づく日本語コ
ーパス構築とその利用・研究を解説した成書。

中国語を第一言語とする日本語学習
者の同形語の認知処理

978-4-254-51601-2 A5 196頁
(3,400)円
'13【発行 朝倉書店】
講座

日本語コーパス

上級

コーパスと国語教育
田中牧郎編
日本語コーパスを基盤データーベースとして国語
教育に活用するための研究・アプローチを概説。
コーパスの特徴，語彙教育，作文教育，漢字教育，
国語政策についての事例を紹介。付録に語彙表の
作り方を収録。
978-4-254-51604-3 A5 216頁
(3,700)円
'15【発行 朝倉書店】
講座

日本語コーパス

上級

コーパスと日本語教育

小森和子著
中国人日本語学習者が日本語の漢字語彙を頭の中
でどのように認知処理しているのかを，日本語習
熟度との関係から心理言語学的アプローチにより
検討している。
978-4-7599-1792-5 A5 272頁
(8,000)円
'10【発行 風間書房】
プリミエ・コレクション

読書と言語能力
言葉の「用法」がもたらす学習効果

猪原敬介著
読書には大きな教育的効果があるとされるが，実
際の効果を科学的に検証した例はほとんど無い。
本書は，国内外の最新知見を紹介しつつ，読書が
言語能力を向上させるしくみに迫る。言語教育へ
の新たな視点を提供する一冊。

砂川有里子編

日本語ライブラリー

中級

中国語と日本語
沖森卓也,蘇紅編著
日本語と中国語を比較対照し，特徴を探る。〔内
容〕代名詞／動詞・形容詞／数量詞／主語・述語
／アスペクトとテンス／態／比較文／モダリティ
ー／共起／敬語／日中同形語／親族語彙／諧声／
擬音語・擬態語／他
978-4-254-51611-1 A5 160頁
(2,600)円
'14【発行 朝倉書店】

978-4-8140-0012-8 A5 306頁
(3,600)円
'16【発行 京都大学学術出版会】

「評価」を持って街に出よう
「教えたこと・学んだことの評価」という発想を超
えて

宇佐美洋編
教室外の社会生活においても日常的に行われる
「評価」の視点に着目。評価価値観の形成と変容
や，言語（変種）に対する評価と言語行動など，
言語評価について幅広く研究した論文集。さまざ
まな視点から評価を考える。
978-4-87424-686-3 A5 368頁
(3,600)円
'15【発行 くろしお出版】

第二言語教育における
バフチン的視点
第二言語教育学の基盤として

日本語ライブラリー

中級

韓国語と日本語
沖森卓也,曺喜澈編著
日韓対照研究により両者の特徴を再発見。韓国語
運用能力向上にも最適。〔内容〕用言／モダリティ
ー／ボイス／アスペクトとテンス／副詞／共起関
係／敬語／漢語／親族語彙／類義語／擬声・擬態
語／漢字音／身体言語

西口光一著
「存在するということ ──それは対話的に接触
交流するということなのだ」（バフチン）。第二言
語教育とその研究のためにバフチンは欠かすこと
ができない。外国語教育学研究者におくる知的興
奮！
978-4-87424-604-7 A5 248頁
(2,800)円
'13【発行 くろしお出版】
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BCCWJ 研究日本語教育班による，日本語教育への
コーパス活用研究を紹介。
〔内容〕検索／教育語彙
表／類義表現分析／日本語教科書分析／作文支援
／コーパス検索／正規表現とコーパス／他のコー
パスとの比較。
978-4-254-51605-0 A5 216頁
(3,700)円
'16【発行 朝倉書店】

対話原理と第二言語の習得と教育

978-4-904595-33-6 A5 248頁
(3,600)円
'13【発行 ココ出版】

第二言語教育におけるバフチン的アプローチ

西口光一著
バフチンの対話原理を本格的に追究し，これまで
とは異なる代替的な言語観とそれに基づく新たな
第二言語の習得と教育の原理を提示。また，原理
に準じた形でのカリキュラムや教材の企画，実践
の構成法の提案を行う。

日本語教育学研究 7

接触場面の言語学
母語話者・非母語話者から多言語話者へ

978-4-87424-682-5 A5 248頁
(2,600)円
'15【発行 くろしお出版】

日本手話で学ぶ

手話言語学の基礎
松岡和美著

初学者が手話言語学の基礎知識を得るための入門
書。「言語学の基本知識を持たない」「手話言語学
の基本を勉強したい」ろう者と聴者のために日本
手話ということばの仕組みを写真入りで平易に解
説。日本手話 DVD 付。
978-4-87424-670-2 A5 176頁 DVD付き (2,500)円
'15【発行 くろしお出版】

村岡英裕,サウクエン・ファン,高民定編
J.V.ネウストプニーによって始められた接触場面
研究は，社会言語学や日本語教育の分野で広範に
進められてきた。本書は，その幅広い研究の成果
を収録することで，接触場面研究の全体像を概観
しつつ，今後の展望を示す。
978-4-904595-84-8 A5 388頁
(3,600)円
'16【発行 ココ出版】
日本語教育学の新潮流 3

「だから」の語用論
テクスト構成的機能から対人関係的機能へ

萩原孝恵著

フィードバック研究への招待
第二言語習得とフィードバック

大関浩美編
外国語を教える教室で学習者の発話や作文に誤り
があったとき，教師は訂正したほうがいいのだろ
うか。口頭でのインタラクションやライティング
における学習者の誤りへのフィードバックに関す
る研究成果に迫る。
978-4-87424-643-6 A5 194頁
(2,400)円
'15【発行 くろしお出版】

従来，テクストにおいて論理性を導く際に使用さ
れる言葉として記述・説明されてきた「接続詞」。
本書では，話しことばで使用頻度の高い「だから」
を事例として検証し，実際の言語使用では「人間
関係」という指標を軸に運用されるという実態を
明らかにする。
978-4-904595-22-0 A5 400頁
(4,000)円
'12【発行 ココ出版】
日本語教育学の新潮流 4

言語学

第二言語習得における言語適性の役
割
向山陽子著

ワークブック

日本語の歴史
岡﨑友子,森勇太著

日本語の歴史について上代から現代まで学べる書
き込み式ワークブック。全 30 講。各講見開き 2
ページで構成。基礎から応用まで幅広い学習者に
対応。用語解説や文献紹介，解答・切り取って使
える課題付き。
978-4-87424-706-8 B5 144頁 別冊4頁 (1,500)円
'16【発行 くろしお出版】

認知心理学の発展を背景に再概念化が進む「言語
適性」が，第二言語習得に与える影響について，
実証的に研究したもの。言語分析能力，音韻的短
期記憶，ワーキングメモリが，日本語学習に与え
る影響を縦断的に検討している。
978-4-904595-32-9 A5 240頁
(3,600)円
'13【発行 ココ出版】
日本語教育学の新潮流 13

第二言語としての日本語の発達過程
〈事態把握〉における日韓話者の認
知スタンス
認知言語学の立場から見た補助動詞的な用法の「て
いく／くる」と「e kata/ota」の主観性

徐珉廷著
人は，言語化する際にどのように事態を把握し，
表現するのか。本書では，共に主観的な把握を好
むとされる日本語と韓国語に注目し，「ていく／
くる」と「e kata/ota」の比較を通して，両言語
の事態把握の異同を明らかにする。
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言語と思考の Processability

峯布由紀著
日本語学習者の発話データを分析。異なる文法カ
テゴリーに属する言語形式の発達過程を横に並べ
て，その全体像を示す。第二言語としての日本語
がどのように発達するかを描き出し，そのモデル
を提示する。
978-4-904595-64-0 A5 284頁
(3,600)円
'15【発行 ココ出版】

新しい日本語学入門
ことばのしくみを考える 第 2 版

日本語教育学の新潮流 18

庵功雄著

接触場面における二言語使用の可能
性
多言語多文化キャンパスの構築に向けて

田崎敦子著
日本人学生／教員と留学生の間で，日本語と英語
のコードスイッチングがどのように行われている
かを分析し，そのメカニズムを解明する。大学に
おける英語使用が進む中で，その実態を明らかに
した先駆的研究。
978-4-904595-88-6 A5 196頁
(3,600)円
'17【発行 ココ出版】

現代日本語を研究対象とする日本語学を学ぶ上で
知っておきたい基本的な概念をわかりやすく解説。
最近注目の「日本語教育文法」と「コーパス」の
セクションを追加。日本語学の研究者を目指す大
学生にお勧めの一冊。
978-4-88319-589-3 A5 355頁
(2,000)円
'12【発行 スリーエーネットワーク】

多様化する言語習得環境とこれから
の日本語教育
坂本正,小柳かおる,長友和彦,畑佐由紀子,
村上京子,森山新編

日本語と韓国語における可能表現
可能形式を文末述語とする表現を中心に

高恩淑著
日韓の可能表現においてこれまで明示されていな
かった問題を追究。その上で，両言語の可能表現
における述語形式を対照し，両言語の「ずれ」を
示すことで，日韓対照言語学に新たな知見を提示
する。
978-4-904595-55-8 A5 244頁
(3,600)円
'15【発行 ココ出版】

言語が習得されるその習得環境（教室習得環境・
自然習得環境・混合環境）に焦点を置いてこれま
での日本語習得研究の成果を分析，考察し，これ
からの日本語教育に向けて提言を行った一冊。
978-4-88319-463-6 A5 263頁
(2,000)円
'08【発行 スリーエーネットワーク】

中間言語語用論概論
第二言語学習者の語用論的能力の使用・習得・教育

清水崇文著

言語とこころ
心理言語学の世界を探検する

重野純編

978-4-7885-1196-5 A5 280頁

(2,800)円
'10【発行 新曜社】

日本語教育のスタートライン
本気で日本語教師を目指す人のための入門書

荒川洋平著

言語力

(日)

認知と意味の心理学

藤澤伸介著
コトバにとらわれすぎて不必要な悩みを抱え込ん
だりしないためには，コトバの使い方と認識の仕
方の関係を正しく知らなければならない。言語力
を高め，人生を生きやすくするための，認知心理
学からのメッセージ。
978-4-7885-1230-6 四六 296頁
(2,400)円
'11【発行 新曜社】

日本語教育に一歩足を踏み込もうとしている人，
踏み込んだばかりの人にも読みやすい。日本語教
育に関する専門的な知識の全体像を示した一冊。
978-4-88319-736-1 A5 631頁
(2,500)円
'16【発行 スリーエーネットワーク】

日本語教師のための
新しい言語習得概論
小柳かおる著
特に日本語教育と関係の深い，教室における第二
言語習得について詳しく取り上げ，教室を学習者
にとって最適の場所にするためにはどのように指
導していけばよいか考える。
978-4-88319-326-4 A5 280頁
(1,600)円
'04【発行 スリーエーネットワーク】
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言語学

言語とこころの関係の不思議について，動物のコ
ミュニケーションやジェスチャー，思考や子ども
の言語獲得，外国語，認知モデル，失語症など，
心理言語学のさまざまな領域を読者とともに学ぶ
入門ガイド。

実際に外国語を使う場面やその時々の人間関係に
おいて，適切な言い方で話せる能力に関する「中
間言語語用論」についての研究成果のまとめ，教
育への応用を提示した一冊。デジタル版は主要な
電子書店で購入可能。
978-4-88319-513-8 A5 342頁
(2,000)円
デジタル版
希望小売価格 (1,600)円
'09～13【発行 スリーエーネットワーク】

日本語コーパス活用入門
NINJAL-LWP 実践ガイド

日本語教師のための入門言語学

赤瀬川史朗,プラシャント・パルデシ,
今井新悟著

－演習と解説－

原沢伊都夫著
言語学の要点を，身近な日本語の例でやさしく解
説。構造主義言語学から最新の認知言語学まで，
言語学の歩みと成果を分かりやすく紹介する。問
題を解きながら理解を深めるつくりで解説も充実。
978-4-88319-739-2 A5 245頁 別冊47頁
(1,800)円
'16【発行 スリーエーネットワーク】

『現代日本語書き言葉均衡コーパス』『筑波ウェ
ブコーパス』を検索するためのツール NINJAL-LWP
の開発・公開に関わった３名が執筆。ツールの利
用法の解説，背景知識・研究への具体的応用等を
取りあげる。
978-4-469-22255-5 A5 208頁
(2,400)円
'16【発行 大修館書店】

対話でみがくことばの力

初中級(日)

互いの異なりを活かすグループワーク 26

文章を理解するとは

宇都宮裕章編著
認知の仕組みから読解教育への応用まで

甲田直美著
文章を読み，理解する行為の仕組みを，具体的か
つ実証的に裏付けられたデータに基づき解説。日
本語教育や国語教育の現場で読解教育に携わる
方々におすすめの一冊。デジタル版は主要な電子
書店で購入可能。
978-4-88319-506-0 A5 200頁
(2,000)円
デジタル版
希望小売価格 (1,600)円
'09～13【発行 スリーエーネットワーク】

子どもから大人まで幅広い年齢に対応できる対話
のワークを通じ，納得しながら「ことば」の力を
磨けるテキスト。留学生との異文化間交流，教職
課程の学生や教職員向け研修やワークショップ，
初年次教育にも最適。
978-4-7795-0420-4 B5 104頁
(1,900)円
'10【発行 ナカニシヤ出版】

なぜ言葉は変わるのか
日本語学と言語学へのプロローグ

柿木重宜著

オリンピックの言語学
メディアの談話分析

神田靖子,山根智恵,高木佐知子編著

言語学

文化的・国家的背景は国民性とどのように関連す
るのか。オリンピックをテーマとして，中国，韓
国，オーストラリアおよび日本のメディアを，さ
まざまな談話分析の手法を用いて多角的に分析し
た意欲的な一冊。
978-4-86429-077-7 A5 194頁
(2,000)円
'11【発行 大学教育出版】

「ら抜き言葉」は駄目なのか？ 変わりゆく日本
語の世界を「恥」と「経済効率」の概念をもとに
解明。日本語をより深く，より正確に理解するた
めの恰好の入門書。
978-4-88848-637-8 四六 184頁
(2,200)円
'03【発行 ナカニシヤ出版】

話し合いトレーニング
初中級(日)
伝える力・聴く力・問う力を育てる自律型対話入門
大塚裕子,森本郁代編著

日本語教師のための言語学入門
小泉保著
日本語を外国人に教えるにあたって心得ておくべ
き言語学全般にわたる基礎知識と，実際に教える
際に役立つ日本語の諸事象についての分析方法を
説いた，本格的入門書。日本語教育能力検定試験
にも役立つ 1 冊。
978-4-469-22091-9 A5 394頁
(2,500)円
'93【発行 大修館書店】

情報共有や問題解決のための伝える力・聴く力・
問う力を育むべく，授業実践から生まれたコミュ
ニケーション能力を総合的に発揮する「話し合い
トレーニング」テキストの定本。便利な書き込み
ワークシート付き。
978-4-7795-0521-8 B5 132頁
(1,900)円
'11【発行 ナカニシヤ出版】

ふしぎな言葉の学
日本語学と言語学の接点を求めて

柿木重宜著
「言葉」って何だ？ 日常生活の中で自らの母語
を特に意識することもなく用いているが，その言
語構造を詳しく認識しているわけではない。しか
しながら誰しもが「言葉」を巧みに用い，コミュ
ニケーションを円滑にとっている。本書では様々
な言語現象の具体例を掲げ，できるだけわかりや
すく「言葉」の本質について説明をする。
978-4-88848-587-6 四六 164頁
(2,000)円
'00【発行 ナカニシヤ出版】
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第二言語習得・教育の研究最前線
－あすの日本語教育への道しるべ－

わかる!! 日本語教師のための
応用認知言語学

お茶の水女子大学日本言語文化学研究会編
荒川洋平,森山新著
国内外の第二言語習得・教育の研究を一同に集め，
その動向を概観し解説を加えたレビュー論文集。
各研究ジャンルの文献一覧が充実しており，これ
から日本語教育・第二言語習得研究を始める人に
大いに参考になる一冊。
978-4-89358-516-5
978-4-89358-555-4
978-4-89358-587-5
978-4-89358-603-2
978-4-89358-637-7
978-4-89358-664-3

B5 400頁
2003年版
2004年版
2005年版
2006年版
2007年版

B5
B5
B5
B5
B5

(絶版)
(絶版)
(絶版)
(絶版)
(800)円

240頁
256頁
192頁
128頁
128頁

(1,000)円
978-4-89358-702-2 2008年版 B5 254頁
(1,400)円
'02～08【発行 日本言語文化学研究会】
【発売 凡人社】

教育能力検定試験の出題範囲としても認知言語学
がますます注目されている現在，「でも認知言語
学って何？」という，学び始めの方々に贈る入門
書。留学生教育と日本語教師養成に携わる著者陣
が，専門的な認知言語学研究をことばの教育に関
連づけ，初歩の初歩からわかりやすく解説する。
より専門的な事項は各章の最後に盛り込み，さら
に一歩進みたい方にも役立つ一冊。大学での授業
用テキストや論文の参考書にも最適。
978-4-89358-717-6 A5 138頁

(1,500)円
'09【発行 凡人社】
(英)

Some Informational Dimensions of
Embedding in Japanese
上原永子著

今さら訊けない…
第二言語習得再入門
佐々木嘉則著,白井恭弘,大関浩美,
菅谷奈津恵,森塚千絵編集協力
第二言語習得論は学んだものの，「何か腑に落ち
ないけど，誰に訊いたらいいか分からない疑問」
を抱えている人は少なくないはず。今さら訊けな
い 55 の質問を軸に，SLA への理解をさらに深める
ことができる。研究テーマ選択・実践への応用に
関する示唆にも富んだ一冊。巻末には「SLA セル
フチェック・テスト 33 問」を収録。

本書は，日本語の「は」と「が」にはそれぞれ[＋
GIVEN]（旧）情報と[－GIVEN]（新）情報が含まれ
ていることを指摘し，日本語統語論研究で大切な
ことは，旧情報と新情報の違いであり，
Topic-Coment の違いではないと考察。博士論文。
978-4-89798-657-9 B5変型 132頁
(2,381)円
'07【発行 リーベル出版】

978-4-89358-765-7 A5 256頁

言語学

（本書は，『第二言語習得・教育の研究最前線
2008 年版』に収録された「問答集」を大幅加筆修
正したものです）
(2,200)円
'10【発行 凡人社】

共生時代を生きる日本語教育
－言語学博士上野田鶴子先生古稀記念論集－

お茶の水女子大学日本言語文化学研究会編
上野田鶴子先生の古稀を記念して編まれた論文集。
「年少者日本語教育」「教師教育と協同学習」「地
域日本語活動」「言語学・語用論・談話・対照研究」
「言語生態学」の 5 章，全 24 本の多様・多彩な論
文集。
978-4-89358-600-1 A5 582頁
(3,800)円
'05【発行 凡人社】
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日本語教育能力検定試験対策
新合格水準
日本語教育能力検定試験 用語集
〈改訂版〉
池田悠子,沖廣一,木下由紀子,奥澤美佐,
千葉裕子,平畑奈美,藤沢昌弘,新井弘泰,
佐藤正則,須田將昭,長谷川悟司著,
鈴木紳郎編著
日本語教育の専門家をめざすには幅広い分野の学
習が必要です。錯綜する専門用語をコンパクトに
まとめて学習効率を高めるための本です。1998 年
の初版以来，好評のうちに改訂，重版を重ねてき
た受験生の必読書です。
978-4-89358-824-1 A5 302頁
(2,600)円
'12【発行 アークアカデミー】
【発売 凡人社】

増補版 日本語教育能力検定試験
合格するための問題集
アルク日本語書籍編集チーム編
日本語教育能力検定試験の本番に備えるのに最適
な対策問題集。試験の傾向に沿った区分別対策問
題が 918 問，聴解 CD は 3 枚付き。参考書などで一
通り基礎を押さえたら，とにかくたくさん問題を
解いていきましょう。問題を解いて確認を繰り返
せば内容が確実に頭に残っていきます。
978-4-7574-2630-6 B5 496頁

(3,300)円
'15【発行 アルク】

日本語教育能力検定試験に合格するためのシリーズ

日本語教育能力検定試験に合格する
ための音声 23
松崎寛,河野俊之著

新合格水準
日本語教育能力検定試験 問題集
〈新訂版〉
アークアカデミー編
2011 年度から改定された検定試験では，基礎知識
を体系づけて身に付け，実践に応用できる能力が
試されます。基礎レベルから，3 つのステップで
合格水準まで無理なくレベルアップ。検定試験対
策はこの新問題集で万全！
日本語教育能力検定試験対策

978-4-89358-896-8 B5 174頁
(2,000)円
'15【発行 アークアカデミー近畿】
【発売 凡人社】

新・はじめての日本語教育
基本用語事典
→p.183
'04【発行 アスク出版】

音声学は初めてという人でも，段階を追って「易」
から「難」へと学習項目が配列されているので，
無理なく検定試験に必須の音声学の基礎固めがで
きます。付属の CD にはたっぷりと練習問題が収め
られています。
978-4-7574-1832-5 A5 225頁 CD付き (2,200)円
'10【発行 アルク】
日本語教育能力検定試験に合格するためのシリーズ

日本語教育能力検定試験に合格する
ための記述式問題 40
石黒圭,辻和子,星野恵子
「何をどう書けばいいのか」という疑問や不安を
解消する講義編，40 の問題を揃えた実践編で，一
冊通して「論理的に書く力」を養います。別冊の
解答用紙で，実際に自分で書く練習を積むことが
できるようになっています。
978-4-7574-2426-5 A5

200頁 32頁
(2,300)円
'14【発行 アルク】

日本語教育能力検定試験に合格するためのシリーズ

平成 29 年度 日本語教育能力検定
試験 合格するための本

日本語教育能力検定試験に合格する
ための教授法 37

アルク日本語編集部編
小林ミナ著
検定試験合格合格に必要な情報をまとめた受験者
必携の参考書です。最新の出題傾向分析に基づい
た区分 1～区分 5 の演習問題，聴解問題・記述式
問題のトレーニング，重要キーワードのまとめな
どが充実しています。
978-4-7574-2859-1 B5 196頁
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(2,800)円
'16【発行 アルク】

検定試験区分 4 の「言語と教育」は，日本語の授
業をするうえで特に欠かせない分野です。本書で
は，コース・デザイン，教室活動，教材・教具，
評価，外国語教授法，歴史の 5 章構成で，「何を」
「どのように」教えるのかについて丁寧に考えて
いきます。授業について学ぶには最適の 1 冊です。
978-4-7574-1830-1 A5 211頁

(2,000)円
'10【発行 アルク】

日本語教育能力検定試験に合格するためのシリーズ

日本語教育能力検定試験に合格するためのシリーズ

日本語教育能力検定試験に合格する
ための言語学 22

日本語教育能力検定試験に合格する
ための聴解問題 10

定延利之著

棚橋明美著

日々，私たちが使っている身近な例を取り上げ，
解説を進めます。さらに「言語とは何か？」とい
った，一見，抽象的で難解なテーマにも，わかり
やすく丁寧に取り組んでいきます。内容をより深
く理解するための「基本問題」「応用問題」も豊富
です。
978-4-7574-1824-0 A5 203頁
(2,000)円
'09【発行 アルク】

苦手な人が多い聴解問題。著者の経験に基づく平
易な説明で，母音，子音，特殊拍，アクセント…
…と仕組みを解き明かしていきます。具体的な指
導例も盛り込まれた本書は，合格後の現場まで見
据える教師志望者にぴったりの 1 冊です。
978-4-7574-1262-0 A5 168頁 CD付き (2,200)円
'07【発行 アルク】
日本語教育能力検定試験に合格するためのシリーズ

日本語教育能力検定試験に合格するためのシリーズ

日本語教育能力検定試験に合格する
ための語彙 12
秋元美晴著
語彙を体系的に捉える試みや，「語」をどのように
分類・分析していったらよいかを，考え方の部分
からひもといています。また，連語や慣用句，擬
音語・擬態語はもちろん，女性語・男性語や集団
語，話しことばと書きことばなどの「社会的な語
彙」の知識が盛りだくさん。
978-4-7574-1831-8 A5 207頁

(2,000)円
'10【発行 アルク】

日本語教育能力検定試験に合格するためのシリーズ

日本語教育能力検定試験に合格する
ための基礎知識 50
岡田英夫著

岡本佐智子著
日本語教育能力検定試験の出題範囲「言語と社会」
の対策本。社会言語学の知識を身に付け，日々の
授業に生かすことが目標。教師になってからも役
立つ。社会の中での言葉の使われ方を観察し，言
語政策をやさしく解説。
978-4-7574-1497-6 A5 263頁

(2,200)円
'08【発行 アルク】

日本語教育能力検定試験に合格するためのシリーズ

日本語教育能力検定試験に合格する
ための日本語の歴史 30
真田信治著
当たり前だと思っている現代の標準語も，客観的
に見てみると目からウロコの事実が満載。「日本
語研究史」「日本語教育史」も含め，歴史から学べ
るものに限りはありません。また，本書では，文
法や音韻などの面からも，現代の日本語につなが
る歴史をひもといています。
978-4-7574-1823-3 A5 203頁
(2,000)円
'09【発行 アルク】
日本語教育能力検定試験に合格するためのシリーズ

日本語教育能力検定試験に合格するためのシリーズ

日本語教育能力検定試験に合格する
ための異文化理解 13
鈴木伸子著

日本語教育能力検定試験に合格する
ための文法 27
藤原雅憲著

「専門書はあるけど参考書がない」といわれてい
た「異文化理解と心理」の試験範囲を網羅。文化，
アイデンティティ，状況的学習論など，近年の検
定試験では必ず問われる用語をゼロから理解でき
るよう解説しています。

「どのようにすれば，日本語の文を作ることがで
きるのか」という，いわば日本語学習者の視点に
立って，普段，何げなく使っている日本語の文法
について見つめ直します。また，各章の最後には
復習のための問題が豊富に掲載されているので，
理解度の確認，知識の定着に役立ちます。

978-4-7574-1233-0 A5 196頁

978-4-7574-1829-5 A5 181頁

(2,200)円
'07【発行 アルク】

(2,000)円
'10【発行 アルク】
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日本語教育能力検定試験対策

日本語教育能力検定試験必須の基本用語を 50 項
目に分類し，コンパクトに解説した 1 冊。単なる
1 語 1 語の用語解説ではなく，周辺の情報がひと
まとめになっているので，一気に知識を整理する
ことができます。
978-4-7574-1011-4 A5 230頁
(2,200)円
'06【発行 アルク】

日本語教育能力検定試験に合格する
ための社会言語学 10

日本語教育能力検定試験に合格する
ための用語集
岩田一成,大関浩美,篠崎大司,世良時子,
本田弘之著
過去の日本語教育能力検定試験を分析し，頻出の
用語を中心に取り上げた用語集。図や表を用い，
日本語教育に初めて接する人にもわかりやすく解
説。効率よく用語が覚えられる工夫が満載の一冊
です。
978-4-7574-2227-8 A5 264頁
(2,500)円
'12【発行 アルク】
日本語教育能力検定試験

中級(日)

EXAMPRESS
日本語教育教科書

日本語教育能力検定試験
合格問題集 第 2 版
ヒューマンアカデミー著
第 1 部で分野別の問題演習をしたあと，第 2 部の
模擬試験で実力を完成させます。苦手とする人が
多い「音声」および「記述」の問題は別章を設け
ています。良問を解き，詳しい解説を読めば，実
力アップ間違いなし。
978-4-7981-3809-1 B5 256頁 CD1枚付き
(2,600)円
'15【発行 翔泳社】

聴解・音声特訓プログラム
アークアカデミー編,遠藤由美子,池田悠子,
奥澤美佐著
聴解分野の得点率が合否を分ける日本語教育能力
検定。本書は，検定対策として聴解トレーニング
が十分に積めるよう編集しました。最新試験傾向
に即した実践的問題を掲載。音声 CD2 枚付き・模
擬試験 2 回分収録。
978-4-384-05517-7 B5 144頁
(2,400)円
'08【発行 三修社】

日本語教育のスタートライン
本気で日本語教師を目指す人のための入門書
→p.219
'16【発行 スリーエーネットワーク】

日本語教師のための入門言語学
－演習と解説－
→p.220
'16【発行 スリーエーネットワーク】

EXAMPRESS
日本語教育教科書

日本語教育能力検定試験・試験問題
研究

日本語教育能力検定試験
完全攻略ガイド 第 4 版

グループ PTI 著

ヒューマンアカデミー著
日本語教育能力検定試験対策

検定試験合格者ナンバーワンのヒューマンアカデ
ミーが，幅広い試験分野を 1 冊で学習できるよう
内容を厳選して，わかりやすく解説。すばやく要
点をチェックできる一問一答のほか試験Ⅱ（聴解），
試験Ⅲの記述問題用には特別な対策が掲載されて
います。
978-4-7981-4894-6 B5 544頁 CD1枚付き
(3,200)円
'17【発行 翔泳社】
EXAMPRESS
日本語教育教科書

978-4-89358-332-1 平成6年度 B5 70頁
(1,165)円
978-4-89358-361-1 平成7年度 B5 71頁
(1,165)円
'94～96【発行 パナリンガ】
【発売 凡人社】

(日)

日本語教育能力検定試験 50 音順
用語集
ヒューマンアカデミー著
厳選された重要用語を，簡潔に分かりやすく説明
するとともに，関連用語や重要度も掲載。調べた
い用語が引きやすい 50 音順になっており，試験対
策のみならず，日本語教育に携わるすべての人が
持っておきたい 1 冊です。
978-4-7981-2797-2 A5 344頁
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日本語教育能力検定試験のすべての問題について
出題者のねらい，考え方，解答に至るプロセスを
詳細に解説。凡人社発行の試験問題との併用で，
過去に出題された問題を全部解くことができ，万
全な受験対策が可能になる。

(2,600)円
'13【発行 翔泳社】

合格水準 日本語教育能力検定試験
問題集－聴解編－ 新装版
アークアカデミー梅田校編
日本語教育能力検定試験の中で一番の難関，聴解
試験に焦点を絞った問題集。第一部で基礎力を身
につけ，第二部を本試験の模擬テストに使えば，
聴解試験対策はもう完璧。
978-4-89358-545-5 A5 80頁 CD2枚付き
(2,800)円
'03【発行 凡人社】

る，受験者必携の一冊。
978-4-89358-922-4 B5 144頁 CD1枚付き
(1,400)円
'17【発行 凡人社】

達人が教える
日本語教育能力検定試験
完全攻略法
岡田英夫著
日本語教育能力検定試験合格 18 回の成績を誇る
著者が，試験の出題傾向を徹底分析。編集者とし
て書籍や教材の出版に携わりながら得た知識や，
18 年間の受験体験で培った合格の秘訣を伝授す
る。効率よく勉強し合格するための一冊。

日本語教育への扉 改訂版
→p.197
'11【発行 凡人社】

978-4-89358-571-4 A5 151頁 (1,400)円(品切れ)
'04【発行 凡人社】

日本語教育能力検定試験 試験問題
日本国際教育支援協会編著
日本語教育能力検定試験の試験問題と正解を掲載。
聴解試験は添付 CD に収録。巻末には参考資料とし
て実施要項や出題範囲をまとめたシラバス，実施
状況のデータも収録。

日本語教育への道しるべ
第 1 巻～第 4 巻
→p.197
'17【発行 凡人社】

独りで学べる日本語文法 改訂版
東中川かほる,東雲裕子著
日本語教育能力検定試験および授業に必要な日本
語文法の知識を，国文法をふまえわかりやすく整
理した実用的文法書。現場の経験から生まれた豊
富な例文やコラムは，そのまま授業に役立つと好
評。
978-4-89358-536-3 A5 271頁

(絶版)
'03【発売 凡人社】

日本語教育能力検定試験対策

978-4-89358-588-2 平成16年度版 B5 120頁
CD1枚付き (1,400)円
978-4-89358-606-3 平成17年度版 B5 120頁
CD1枚付き (1,400)円
978-4-89358-630-8 平成18年度版 B5 114頁
CD1枚付き (1,400)円
978-4-89358-663-6 平成19年度版 B5 124頁
CD1枚付き (1,400)円
978-4-89358-703-9 平成20年度版 B5 132頁
CD1枚付き (1,400)円
978-4-89358-742-8 平成21年度版 B5 136頁
CD1枚付き (1,400)円
978-4-89358-773-2 平成22年度版 B5 136頁
CD1枚付き (1,400)円
978-4-89358-826-5 平成23年度版 B5 136頁
CD1枚付き (1,400)円
978-4-89358-851-7 平成24年度版 B5 136頁
CD1枚付き (1,400)円(品切れ)
978-4-89358-873-9 平成25年度版 B5 140頁
CD1枚付き (1,400)円(品切れ)
978-4-89358-888-3 平成26年度版 B5 150頁
CD1枚付き (1,400)円
978-4-89358-901-9 平成27年度版 B5 148頁
CD1枚付き (1,400)円
'05～【発行 凡人社】

平成 28 年度
日本語教育能力検定試験 試験問題
日本国際教育支援協会編著
外国人に日本語を教える日本語教師としての能力
を測定する検定試験過去問題の最新版。試験問題
と正答が掲載されている。巻末には参考資料とし
て実施要項や出題範囲をまとめたシラバス，実施
状況のデータも収録。試験勉強の手始めに。また，
受験直前の総まとめや実力試しとしても活用でき
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ことばは文化なり

(日)

日本語教育・日本語学の
「次の一手」

「横山さんの日本語」物語
横山信子著
幾 多 の 苦 難 を 乗 り 越 え ， Yokoyama Direct
Method(YDM)教育ソフト(OS)を開発した後，いつで
も，何処でも，誰にでも，日本語を日本語だけで
教えられるテキストに OS を導入して出版した，横
山信子女史の感動的な物語。
新書判 125頁
(477)円
'03【発行 YMD Language International Inc.】
【発売 博進堂】

庵功雄著
日本語教育，日本語学がともに現在深刻な「危機」
にあるという現状認識のもと，その対抗策を綴っ
たエッセー集。日本語教育をめぐって／「やさし
い日本語」をめぐって／日本語研究の可能性／研
究の担い手としての大学院生
978-4-87424-607-8 四六 208頁
(1,600)円
'13【発行 くろしお出版】

日本語教育のための言語テストガイ
ドブック

日本語教育学の歩き方
初学者のための研究ガイド

本田弘之,岩田一成,義永美央子,渡部倫子著
新しい学問分野として確立されるべき日本語教育
学を体系化し，日本語教育学研究のあるべき方法
論について検討することを目的とした書。研究テ
ーマを探している学生にも読んでほしい一冊。
978-4-87259-468-3 A5 294頁
(2,200)円
'14【発行 大阪大学出版会】

学校日本語教育の構築と
ホリスティック教師の発達

李在鎬編
日本語能力試験，BJT ビジネス日本語能力テスト，
OPI などの大規模日本語テストについて，その開
発者，開発に関与した研究者たちが，テストの背
景・目的・開発プロセス・運用実績などを分かり
やすく紹介。
978-4-87424-652-8 A5 248頁
(2,400)円
'15【発行 くろしお出版】
リテラシーズ叢書 5

縫部義憲著
日本語教育事情

本書は，ホリスティック・アプローチによる学校
日本語教育学の理論構築と学校日本語教育に携わ
るホリスティック日本語教師の育成（教師の成長）
を扱っている。
978-4-7599-1643-0 A5 260頁
(7,000)円
'07【発行 風間書房】

戦後の国家と日本語教育
山本冴里著
戦後の国家政策の中で，日本語教育はどのような
意味を持たされてきたのか。大きな政治的影響力
を持つ人々が日本語教育に期待した役割を，彼ら
が日本語教育に与えた意味の歴史とともにたどっ
ていく。
978-4-87424-621-4 A5 360頁
(3,500)円
'14【発行 くろしお出版】

日本語教育学としてのライフストー
リー
語りを聞き、書くということ

三代純平編
インタビューという語り手と聞き手の相互行為を
もとに産出される個人の「ライフストーリー」に
ついて，「日本語教育学」の分野からその研究意義
を問う。個々の語りに寄り添い，新しい日本語教
育の可能性を見出す。
978-4-87424-674-0 A5 304頁
(3,000)円
'15【発行 くろしお出版】

海外の日本語教育の現状
＝日本語教育機関調査・2009 年＝
Survery Report on Japanese-Language Education
Abroad 2009

国際交流基金編
国際交流基金によって 2009 年度に実施された「海
外日本語教育機関調査」に基づく報告書。133 か
国，19,104 機関からの回答により，世界の日本語
教育の現状を把握することができる。内容をコン
パクトにまとめた「概要」と概要を英語に翻訳し
た「Summary」がある。
978-4-87540-133-9 A4 255頁
(1,905)円
978-4-87540-134-6 概要 A4 19頁
(286)円(品切れ)
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978-4-87540-135-3 Summary A4 19頁
(286)円
'11【発行 国際交流基金】
【発売 凡人社】

海外の日本語教育の現状
＝日本語教育機関調査・2006 年＝ 改訂版
Survey Report on Japanese-Language Education
Abroad 2006

国際交流基金編
国際交流基金によって 2006 年度に実施された「海
外日本語教育機関調査」に基づく報告書。132 か
国，22,178 機関からの回答により，世界の日本語
教育の現状を把握することができる。今後の日本
語教育の在り方を考えるための貴重な資料。
978-4-89358-683-4 A4 204頁
(1,905)円
'08【発行 国際交流基金】
【発売 凡人社】

海外の日本語教育の現状
＝日本語教育機関調査・2003 年＝
Survery Report on Japanese-Language Education
Abroad 2003

傾向がわかるため，学習者への試験対策指導の参
考になる。
978-4-87217-795-4 CD-ROM（PDFデータ 960頁）
(8,000)円
'11【発行 国際交流基金・日本国際教育支援協会】
【発売 アスク出版】

平成 20 年度日本語能力試験分析評
価に関する報告書
日本語能力試験実施委員会,
日本語能力試験企画小委員会監修
日本語能力試験の分析結果をまとめた報告書。母
語によって正答率に違いがないかなど，試験問題
を一問ごとに精査。今後の問題作成とテストとし
ての信頼性の向上に生かされている。試験の出題
傾向がわかるため，学習者への試験対策指導の参
考になる。
978-4-87217-751-0 CD-ROM （PDFデータ 520頁）
(6,000)円
'10【発行 国際交流基金・日本国際教育支援協会】
【発売 アスク出版】

国際交流基金編
国際交流基金によって 2003 年度に実施された「海
外日本語教育機関調査」に基づく報告書。前回
1998 年度の調査から 5 年間における日本語教育を
めぐる状況の変化を，127 カ国・12,222 機関に対
する膨大なアンケート結果から見てとれる。現状
把握，今後の日本語教育の在り方を考えるための
資料として不可欠な一冊。
978-4-89358-582-0 A4 810頁
(4,571)円
'05【発行 国際交流基金】
【発売 凡人社】

＝日本語教育機関調査・2003 年＝ 概要
Survery Report on Japanese-Language Education
Abroad 2003

国際交流基金編
国際交流基金によって 2003 年度に実施された「海
外日本語教育機関調査」に基づく報告書の概要を
まとめたもの。同報告書本冊の内容をコンパクト
にまとめ紹介。
978-4-89358-581-3 A4 24頁
(286)円
'05【発行 国際交流基金】
【発売 凡人社】

平成 21 年度日本語能力試験（第 1
回・第 2 回）分析評価に関する報告
書
日本語能力試験実施委員会,
日本語能力試験企画小委員会監修
日本語能力試験の分析結果をまとめた報告書。母
語によって正答率に違いがないかなど，試験問題
を一問ごとに精査。今後の問題作成とテストとし
ての信頼性の向上に生かされている。試験の出題

日本語能力試験実施委員会,
日本語能力試験企画小委員会監修
日本語能力試験の分析結果をまとめた報告書。試
験についての統計的な分析結果と評価についての
包括的なデータを収載。試験についてのデータは
もちろん,今後の問題作成に生かすための研究報
告も満載。試験の出題傾向を分析し，学習者への
試験対策指導に生かすこともできる。
978-4-89358-574-5 平成14年度版 B5 504頁
(8,000)円
978-4-89358-598-1 平成15年度版 B5 524頁
(8,000)円
978-4-89358-645-2 平成16年度版 B5 560頁
(8,000)円
978-4-89358-661-2 平成17年度版 B5 580頁
(8,000)円
978-4-89358-689-6 平成18年度版 B5 594頁
(8,000)円
'04～08【発行 国際交流基金・日本国際教育支援協
会】
【発売 凡人社】

平成 19 年度日本語能力試験分析評
価に関する報告書
日本語能力試験実施委員会,
日本語能力試験企画小委員会監修
日本語能力試験の分析結果をまとめた報告書。母
語によって正答率に違いがないかなど，試験問題
を一問ごとに精査。今後の問題作成とテストとし
ての信頼性の向上に生かされている。試験の出題
傾向がわかるため，学習者への試験対策指導の参
考になる。
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海外の日本語教育の現状

日本語能力試験
分析評価に関する報告書

978-4-87217-722-0 CD-ROM （PDFデータ 520頁）
(6,000)円
'09【発行 国際交流基金・日本国際教育支援協会】
【発売 アスク出版】

第二言語としての日本語習得研究の
展望
第二言語から多言語へ

長友和彦監修,森山新,向山陽子編

現代中国の日本語教育史
―大学専攻教育と教科書をめぐって―

田中祐輔著
日本語教育を通じた日本と中国の交流の歴史を，
教師らへのインタビュー，貴重な写真資料を交え
振り返るとともに，これまで中国で使用されてき
た日本語教科書を徹底的に分析した意欲作。
978-4-336-05942-0 A5 430頁
(4,500)円
'15【発行 国書刊行会】

グローバル化が進み，世界が急速に多言語化して
いる中で，第二言語としての日本語の習得研究・
教育でも，多言語へのパラダイムシフトが求めら
れている。第二言語習得研究の過去と現在を展望
しながら，今後の進むべき道を示す。
978-4-904595-80-0 A5 514頁
(3,200)円
'16【発行 ココ出版】
日本語教育学研究 4

実践研究は何をめざすか
日本語教育における実践研究の意味と可能性

「やさしい日本語」は何を目指すか
細川英雄,三代純平編
多文化共生社会を実現するために

庵功雄,イヨンスク,森篤嗣編
災害情報や公的文書などに，外国人にもわかりや
すい「やさしい日本語」を使おうという動きが広
がっている。本書は，その「やさしい日本語」の
現状と可能性を多角的に論じる。「やさしい日本
語」の最前線がわかる。
978-4-904595-38-1
(2,400)円
'13【発行 ココ出版】

「実践研究」とは何か／どうあるべきか，という
根本的な問いを追究。「実践研究」を問い直した理
論編，その議論を共有しつつ，それぞれの実践研
究を基に執筆された実践編の二部から成る。
978-4-904595-49-7
(3,600)円
'14【発行 ココ出版】
日本語教育学研究 5

日本語教育実習事例報告
J-CAT オフィシャルガイド

彼らはどう教えたのか?

丸山敬介著
コンピュータによる自動採点日本語テスト

今井新悟編著,赤木彌生,中園博美著

日本語教育事情

インターネット上で日本語学習者が日本語能力を
測ることのできるテスト J-CAT(Japanese Computerized Adaptive Test)の公式ガイドブック。J-CAT
の概要を網羅し，マニュアルとして使えるように
構成されている。
978-4-904595-18-3 四六 172頁
(1,600)円
'12【発行 ココ出版】

日本語教師志望者たちによってなされた実習授業
における指導技術に対して質的分析を加え，教師
志望者とその指導者に基礎的な資料を提供する。
筆者が，実習観察の中で見出した「よい授業」と
は何か。その答えがここにある。
978-4-904595-63-3 A5 344頁
(3,600)円
'15【発行 ココ出版】
日本語教育学研究 6

未来を創ることばの教育をめざして
講義理解過程における
アカデミック・インターアクション
に関する実証的研究
留学生の視線行動から考えるグローバル化時代の大
学教育

毛利貴美著
留学生は大学の講義をどのように理解するのか。
講義中の視線行動やインタビューなどから，それ
を明らかにする。本書の示す，理解しやすく，学
びを促す講義のあり方は，留学生だけでなく日本
人学生にとっても有意義。
978-4-904595-44-2
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(4,000)円
'14【発行 ココ出版】

内容重視の批判的言語教育（Critical
Content-Based Instruction） の理論と実践

佐藤慎司,高見智子,神吉宇一,熊谷由理編
学習者の学ぶ「内容」を重視した上で，さらに，
「クリティカル」であることをめざす CCBI を提案
する。言語教育を「スキル重視の語学トレーニン
グ」ではなく， 社会とのつながりを考慮した「教
育」と点から捉え直した意欲作。
978-4-904595-69-5 A5 362頁
(3,600)円
'15【発行 ココ出版】

日本語教育学の新潮流 5

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
フィールドワークとライフストーリーインタビュ
ーを通して，複数の言語や文化の中で育つ子ども
たちの成長について探る。複数言語環境を生きる
子どもたちへの「ことばの教育」の再考を促す書。
978-4-904595-34-3

(3,600)円
'13【発行 ココ出版】

日本語教育学の新潮流 7

「非母語話者の日本語」は、
どのように評価されているか
評価プロセスの多様性をとらえることの意義

宇佐美洋著
外国人の書いた「謝罪文」に対する日本人の「評
価」を調査・分析し，その評価プロセスをモデル
化する。日本人の抱く「外国人の使う日本語」へ
の意識にクリティカルな問い直しを迫る意欲作。
978-4-904595-41-1
(4,000)円
'14【発行 ココ出版】

日本語教育と日本研究における双方
向性アプローチの実践と可能性
第 9 回国際日本語教育・日本研究シンポジウム大会
論文集

第 9 回国際日本語教育・日本研究シンポジウム
大会論文集編集会編
2012 年 11 月 24・25 日に香港で開催された「第 9
回国際日本語教育・日本研究シンポジウム」の成
果をまとめた論文集。日本語教育のみならず，社
会，経済，歴史などの日本研究の論考も含めた 75
本の論文を収録。
978-4-904595-52-7 A5 994頁
(12,000)円
'14【発行 ココ出版】

日本語教育の現場から
言葉を学ぶ／教える場を豊かにする 50 の実践

佐々木倫子,岡田英夫,鈴木理子,
ローズ（平田）昌子編
日本語教育を志す人，興味のある人，あるいは既
に日本語教育を実践していてさらに広がる世界を
のぞいてみたい人々のために企画された書。日本
語教育，言語教育，言葉に関する多岐にわたる分
野の現場に触れることができる。
978-4-904595-53-4 A5 314頁
(2,400)円
'15【発行 ココ出版】

日本語教育学の新潮流 8

日本語教育における評価と
「実践研究」
日本語教育のための質的研究 入門
対話的アセスメント：価値の衝突と共有のプロセス
学習・教師・教室をいかに描くか

市嶋典子著
舘岡洋子編

978-4-904595-43-5

(3,600)円
'14【発行 ココ出版】

日本語教育で質的研究が行われるようになった背
景とその理念，課題と可能性を示した後，様々な
フィールドで取り組まれた実践研究の「プロセス」
を描く。これから質的研究に取り組む人にぜひ読
んでほしい 1 冊。
978-4-904595-68-8 A5 408頁
(2,400)円
'15【発行 ココ出版】

日本語教育学の新潮流 14
世界の日本語研究と日本語教育

人の主体性を支える日本語教育
ビジネス日本語教育の展開と課題
地域日本語教室のアクション・リサーチ

前田直子編
野々口ちとせ著
多言語多文化共生社会を実現するために言語教育
は何ができるか。地域日本語教室における教室活
動を分析し，教室参加者が，それぞれの生活や生
き方について主体的に向き合って対話し，意識変
容を促す活動を提案する。
978-4-904595-75-6 A5 218頁
(3,600)円
'16【発行 ココ出版】

プロジェクト「日本語研究者／教育者支援アジ
ア・ネットワーク形成の試み」の成果をまとめた
もの。ビジネス日本語教育をめぐる論考を中心に，
日本語教育研究／日本語研究／日本研究などの
14 論文を収録している。
978-4-904595-66-4 A5 278頁
(3,600)円
'15【発行 ココ出版】
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日本語教育における評価研究と実践研究の変遷を
過去の文献からたどり，その問題点を明らかにす
る。その上で，自身の実践を示し，「対話的アセス
メント」という新たな評価の概念とアプローチを
提案する。

もしも…あなたが外国人に
「日本語を教える」としたら
荒川洋平著
突然，外国人に日本語を教えることになった 3 人
の「いきなり先生」が主人公。試行錯誤と思わぬ
出来事の連続。成功例や失敗例など三者三様の授
業風景が面白く描かれている。日本語教育の超入
門書。デジタル版は主要な電子書店で購入可能。
978-4-88319-307-3 四六 277頁
(1,200)円
デジタル版
希望小売価格 (800)円
'04～12【発行 スリーエーネットワーク】

日本語教育史研究序説
関正昭著
1895 年から現在に至るまでの日本語教育の流れ
を軸に，総括的に日本語教育史を分析した入門書。
特に植民地政策としての日本語教育の実態を様々
な資料を基に明らかにする。
978-4-88319-086-7 A5 293頁
(2,400)円
'97【発行 スリーエーネットワーク】

キャリアデザインのための自己表現
続・もしも…あなたが外国人に
「日本語を教える」としたら
荒川洋平著
前作に続き，海外で日本語を教えることになった
新たな「いきなり先生」のエピソードを中心に，
日本語を教えはじめた人が直面するさまざまな問
題点，特に教科書と教材・教具について具体的な
例を挙げて解説。デジタル版は主要な電子書店で
購入可能。
978-4-88319-424-7 四六 302頁
(1,200)円
デジタル版
希望小売価格 (800)円
'07～12【発行 スリーエーネットワーク】

とりあえず日本語で もしも… あ
なたが外国人と「日本語で話す」と
したら〈デジタル版〉
荒川洋平著
日本語教育事情

シリーズ 3 弾も電子書籍化。外国人と日本語で話
すとき，どのような話し方，接し方をしたらいい
か。実例から，問題点や解決法を探る。主要な電
子書店で購入可能。
希望小売価格 (800)円
'12【発行 スリーエーネットワーク】

日本語・日本語教育の研究
―その今、その歴史

過去・現在・未来を結ぶバイオグラフィ

細川英雄,太田裕子編著
キャリアは経験の積み重ね。これまでの経験を振
り返り，私のことばで私を語るとき，未来へのデ
ザインがはじまる――。出会いと対話を記述し，
経験を可視化する 11 の事例と方法を紹介します。
978-4-489-02273-9 A5 240頁
(2,200)円
'17【発行 東京図書】

外国から来た子どものための学びのサポーター養成
講座

外国から来た子どもを地域で支える
にほんごサポートひまわり会編
地域で日本語教室を開いているボランティアグル
ープが実施した「ボランティア養成講座」の記録
と，実際に外国から来た子どもたちを支援した実
践記録。学習面，精神面で厳しい状況にある子ど
もの実態を訴える。
第1集 A5 204頁
(1,600)円
第2集 A5 183頁
(1,600)円
第3集 A5 162頁
(1,600)円
第4集 A5 176頁
(1,600)円
第5集 A5 204頁
(1,600)円
第6集 A5 220頁
(1,600)円
第7集 A5 210頁
(1,600)円
'06～17【発行 にほんごサポートひまわり会】

加藤好崇,新内康子,平高史也,関正昭編著
第 1 部「日本語・日本語教育・関連領域」には日
本語教育の今をめぐる論文，第 2 部「日本語教育
史・言語教育史」には日本語教育や言語教育の歴
史の問題を考察した論文，全 22 篇を収載。
978-4-88319-654-8 A5 306頁
(2,800)円
'13【発行 スリーエーネットワーク】

複言語・複文化時代の日本語教育
本田弘之,松田真希子編,末永サンドラ,
福島青史,中井精一,神吉宇一,岡田浩樹,
小林ミナ,坂本光代,宮崎幸江,佐藤慎司,
定延利之著
いま静かに「複言語・複文化の時代」を迎えつつ
ある日本語と日本語教育はそうした状況に十分に
対応できているといえるだろうか。2015 年にブラ
ジルで開かれた「国際語としての日本語教育のた
めの国際シンポジウム（EJHIB2015）」をもとにし
た論文集。印刷されている 10 本の論文のほか，付
属の CD-ROM にはシンポジウムの発表論文 40 本以
上を収載。
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978-4-89358-912‐5 A5 274頁 CD-ROM1枚付き
(3,800)円
'16【発行 凡人社】

いま！ 日本語ボランティア 山形編

の案を提示。
978-4-89358-799-2 B5 192頁

(2,000)円
'11【発行 凡人社】

言語生態学と言語教育

日本語ボランティア講座編集委員会編
人間の存在を支えるものとしての言語
96 年 7 月に刊行された『いま！ 日本語ボランテ
ィア』の山形編。日本語の教え方やカリキュラム
作成だけでなく，外国人花嫁問題など，日本語ボ
ランティアに携わっている方にとって，多文化共
生社会を考える上での貴重な意見が満載。
978-4-89358-353-6 A5 207頁
(1,456)円
'96【発行 凡人社】

岡崎敏雄著
世界は未曽有の経済危機・食糧危機に見舞われて
いる。日本語学習者も，就職難をはじめ，生きる
上での困難に直面している。この世界で持続可能
な生き方を追求・実践するために，言語教育は何
ができるのか―。
978-4-89358-728-2 A5 296頁

(3,200)円
'09【発行 凡人社】

いま！ 日本語ボランティア 東京編
日本語ボランティア講座編集委員会編
ボランティアで日本語を教えている人を対象に東
京で開催された日本語ボランティア講座を誌上で
再現。日本語教育の専門家による日本語の教え方
やカリキュラム作成のノウハウ，さらに精神医学
や心理学，行政側からの外国人支援についての視
点など，貴重な意見や経験が満載。
978-4-89358-352-9 A5 207頁

(1,456)円
'96【発行 凡人社】

オーストラリアにおける日本語教育
の位置
－その 100 年の変遷－

台湾における日本語教育の史的研究
一八九五年～一九四五年

蔡茂豊著
日本の台湾植民地化時代を日本語教育の始まりと
する著者の研究論文に若干の改訂を加えたもの。
教育の歴史的流れについて，数々のデータを基に
詳細に考察している。当時の教授法にもふれ，大
変興味深く，参考になる。
(900037) B5 769頁
(15,000)円(品切れ)
'89【発行 凡人社】

徹底ガイド 日本語教材
吉岡英幸編著

嶋津拓著

978-4-89358-684-1 B5 232頁

日本語教育

海外で日本語を教える

(2,400)円
'08【発行 凡人社】

学のデザイン

その地と図を描く
－ネイティブ日本語教師への期待－

椎名和男編
これから海外で日本語を教えようと考えている人
の一助となるべく編まれた書。
978-4-89358-615-5 A5 212頁 (1,600)円(品切れ)
'06【発行 凡人社】

外国人児童生徒のための支援ガイド
ブック

神吉宇一編著,名嶋義直,栁田直美,三代純平,
松尾慎,嶋ちはる,牛窪隆太著
2000 年代初頭の日本語教育をめぐる議論はその
後どのように広がり深められてきたのか―。レビ
ューを通して，背景の社会的事実，学問的蓄積，
課題を描き出し，個別の研究・実践の方向性を示
す。日本語教育学の学問的体系化をめざす意欲作。
978-4-89358-893-7 A5 248頁
Kindle版 （オープン価格）

(2,600)円
'15【発行 凡人社】

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
本書は，「外国人児童生徒」が日本の生活で直面す
るさまざまな問題点を，母語も来日時期も育った
環境も全く異なる 5 人の子どもたちのエピソード
の形で描いている。第 2 部では，彼らのエピソー
ドから得られた示唆，全人教育としての日本語支
援の考え方，具体的な日本語コース／授業づくり
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オーストラリア社会あるいは同国の言語政策にお
いて，日本語教育がどのような地位を占めていた
か，また，過去 100 年の間にそれがどのように変
遷したのかを分析した一冊。
978-4-89358-680-3 A5 210頁
(2,600)円
'08【発行 凡人社】

日本語学習教材の歴史をたどると同時に，68 の教
材について内容・特徴を詳述。教材選定はもちろ
ん，日本語教育の概要・海外主要国の教育事情ま
で徹底ガイド！現職の日本語教師・日本語教師を
目指す人必携の一冊。

日本語教育の過去・現在・未来
水谷修監修
水谷修先生の，これまでの研究を 5 つのテーマに
分類し，それぞれの分野から執筆者が集結。各巻
は①テーマを概観するタスク，②先行研究の総括，
③今ある問題や課題についての研究論文，④未来
への展望と提言，という 4 部構成。日本語教育に
関わる研究者や，大学生はもちろん，現場で活躍
する先生方や教師を目指している方々など，日本
語教育に携わるすべての方に贈るシリーズ。
978-4-89358-704-6 第1巻 社会 A5 292頁
(2,500)円
978-4-89358-705-3 第2巻 教師 A5 232頁
(2,500)円
978-4-89358-706-0 第3巻 教室 A5 230頁
(2,500)円
978-4-89358-707-7 第4巻 音声 A5 230頁
(2,500)円
978-4-89358-708-4 第5巻 文法 A5 222頁
(2,500)円
'09【発行 凡人社】

あり方を論じた出色の一冊。新しい教育理論など
についてもダイナミックに論じている。
978-4-89358-504-2 A5 252頁
(2,400)円
'02【発行 凡人社】
日本語教師のための知識本シリーズ 3

人間主義の日本語教育
岡崎洋三,西口光一,山田泉編著,藤川多津子,
三木由里子,柴田幸子,中尾桂子,河野優子,
齋藤守臣,三登由利子,新矢麻紀子,
中山亜紀子,浜田麻里著
大学・地域での実践を通じて，日本語教育の「在
り方」を問い直すシリーズ第 3 弾。編者 3 人に春
原憲一郎氏(AOTS)を交えた特別座談会を巻末に収
録。21 世紀の日本語教育を読者とともに考える。
978-4-89358-541-7 A5 320頁

(2,600)円
'03【発行 凡人社】

日本語教師のための知識本シリーズ 4

文化と歴史の中の学習と学習者
日本語教育における社会文化的パースペクティブ

日本語教育をめぐる研究と実践
水谷信子監修,桜井隆編
本書は，「論文」と「実践報告」の両方の要素を持
つ論考を提示しています。現場で教えている日本
語教師や日本語教師養成に携わる執筆者たちが，
現在の日本語教育をめぐる学問的な理論と，授業
の工夫・課題についてまとめた。明日から授業に
活かせるヒントや，授業に関する課題解決の糸口
が得られる。第 1 部は教室実践の報告，第 2 部は
個別領域の研究，そして第 3 部は教員研修・教員
養成の 3 部構成。
日本語教育事情

978-4-89358-713-8 A5 256頁

(8,000)円
'09【発行 凡人社】

西口光一編著,山下隆史,義永未央子,
永見昌紀,西野藍,藤原智栄美,伊藤美和子,
羅暁勤,菊岡由夏,嶋津百代著
様々な分野で注目されているヴィゴツキーの理論
とその周辺の議論を，日本語教師や日本語教育を
志す人向けに解説。理論解説から実践報告，最新
の研究テーマまでを提示した，日本語教育学の分
野で社会文化的アプローチを紹介した初の書。巻
末には座談会での著者たちの生の声も載録！
978-4-89358-592-9 A5 296頁
(2,400)円
'05【発行 凡人社】
日本語教師のための知識本シリーズ 5

日本語教師の成長と自己研修
日本語教師のための知識本シリーズ 1

日本語教育における
学習の分析とデザイン
－言語習得過程の視点から見た日本語教育－

岡崎眸,岡崎敏雄,池田玲子著
凡人社のシリーズ「日本語教師のための知識本」
第 1 弾。日本語教師への参考書｡日本語教育の理論
を実際の教室活動に応用するためのシリーズ。
978-4-89358-487-8 A5 208頁

(2,200)円
'01【発行 凡人社】

日本語教師のための知識本シリーズ 2

ことばと文化を結ぶ日本語教育
細川英雄編著,牲川波都季,西口光一,岡崎眸,
宮崎里司,川上郁雄,池上摩希子,山田泉,
西條美紀,門倉正美,横溝紳一郎,尾﨑明人,
小川貴士,佐々木倫子著
14 名の著者が，日本語教育におけるさまざまな実
践を元に，それぞれのテーマで「コミュニケーシ
ョンのための文化」とそれを支える日本語教育の
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－新たな教師研修ストラテジーの
可能性をめざして－

春原憲一郎,横溝紳一郎編著,林さと子,
金田智子,野山広,當作靖彦,青木直子,
奥田純子,細川英雄,青木香澄,大西貴世子,
迫田久美子,田場早苗,森千枝見,森井賀与子,
家根橋伸子,吉村敦美,レイン斎藤幸代,
伊東祐郎著
「日本語教育」という分野自体の広がりを受けて，
日本語教師が果たすべき職務も広がる一方である。
本書では，そうした中で日本語教師の成長を促す
ための様々な方法が，理論・実践の両面で数多く
紹介されている。現職日本語教師の研修への取り
組みが日本語教育自体の発展に貢献すると信じて
やまない執筆者たちが，日本語教育に携る全ての
方へ贈る一冊！
978-4-89358-607-0 A5 402頁

(2,400)円
'06【発行 凡人社】

ふれあいは国境を越えて
留学生・研修生との半世紀の交流を語る

有馬俊子著
「日本語の教え方の秘訣」の著者の自叙伝。戦後
間もなく，日本語教師という職業の確立されてい
なかった時代から，半世紀にわたる留学生・研修
生との交流を笑いと涙で綴る。
978-4-89358-427-4 四六 196頁
(1,000)円
'99【発売 凡人社】

文化と状況的学習
実践，言語，人工物へのアクセスのデザイン

上野直樹,ソーヤーりえこ,柳町智治,
岡田みさを編著
状況論的なアプローチによって，実際のフィール
ドワーク・会話分析を行なった研究を紹介する一
冊。各研究は，状況論の背景にあるネットワーク
や理論的な出発点を振り返ると同時に，状況論的
なアプローチを実際のフィールドで用いようとし
たものであり,理論的な解説を超えて，今後の研究
や実践に対して多くの具体的なヒント，アイディ
アを提供する。
978-4-89358-754-1 A5 228頁

(2,000)円
'06【発行 凡人社】

マルチメディアと日本語教育
ーその理論的背景と教材評価ー

鄭起永著

日本語教育事情

まず，マルチメディアがどのような理論的背景の
もとで日本語教育に用いられてきたかを踏まえる。
そのうえで，韓国・日本・米国それぞれで開発さ
れた教材のインターフェイスとコンテンツについ
て，新たに設定した基準を用いて評価分析し，今
後のマルチメディア日本語教材のあるべき姿を論
じる。本書の製作にあたっては，国立国語研究所
の助成を受けた。
978-4-89358-544-8 B5 413頁
(3,239)円
'03【発行 凡人社】
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異文化間コミュニケーション
・国際理解教育
多文化共生のコミュニケーション
日本語教育の現場から

徳井厚子著
異文化コミュニケーションについての理論だけに
とどまらず，教育現場での実践例を豊富に盛り込
んで，初心者にもわかりやすく解説。日本語教育
だけでなく，異文化教育に応用もでき，多文化共
生への指針にもなる 1 冊。
978-4-7574-0645-2 A5 190頁
(2,200)円
'02【発行 アルク】

中国、ベトナム進出日系企業におけ
る異文化間コミュニケーション考察
西田ひろ子編著
中国，ベトナム進出日系企業で働く日本人と中国
人・ベトナム人管理職の異文化間コミュニケーシ
ョン行動についてデータを収集し，認知科学的視
点からコミュニケーション摩擦について分析・考
察する。
978-4-7599-2138-0 A5 818頁
(8,500)円
'16【発行 風間書房】

日本人と中国人との
コミュニケーション
「ちょっと」はちょっと…
ﾎﾟﾝﾌｪｲ博士の日本語の不思議

日韓の言語文化の理解
洪珉杓著
彭飛著

中国語を母語に持つ著者が，ことばの習慣の違い
からくる誤解や摩擦について，身近な例を通して，
ユーモアたっぷりに，誤解が生まれるメカニズム
を解明する。
978-4-7576-0363-9 四六 207頁
(1,000)円
'06【発行 和泉書院】

フィールドワークによる調査結果を基に，日韓両
国の言語文化の相違点を実証的に比較し，わかり
やすく解説する。韓国の文化や韓国人の考え方を
理解するための最適書。
978-4-7599-1640-9 A5 346頁
(2,800)円
'07【発行 風間書房】

ブラジル人生徒と日本人教員の
異文化間コミュニケーション
西田ひろ子編著

外国人の就学と不就学
異文化間コミュニケーション・国際理解教育

社会で「見えない」子どもたち

小島祥美著
親あるいは保護者が就学手続きをしない限り，日
本では不就学の状態におかれてしまう外国人の子
どもたち。本書では社会で「見えない」外国人の
子どもたちの実態を著者の調査によって初めて明
らかにする。
978-4-87259-510-9 A5 178頁
(2,900)円
'16【発行 大阪大学出版会】

ブラジル人児童生徒・保護者・日本人教員が抱え
る問題を，文化スキーマ理論に基づき分析し，異
文化間コミュニケーション・トレーニングを提唱
する。
978‒4‒7599‒1854‒0 A5 266頁
(2,800)円
'11【発行 風間書房】

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

日本留学のエスノグラフィー
インドネシア人留学生の 20 年

有川友子著
日本の高等教育機関に留学したインドネシア人達
の 20 年を「留学生」の立場から描いた書。留学中，
また留学を終え帰国したインドネシア人達のそれ
ぞれのキャリアの中での「日本留学」経験はどの
ようなものだったのか。
978-4-87259-563-5 A5 244頁
(5,400)円
'16【発行 大阪大学出版会】
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浜松市での例をもとに，外国人の子どもたちの学
びを育む授業作りを考える。豊富な実践例と共に，
実践に取り組む方々へのインタビューも掲載。小
中学校・地域の現場で外国人児童生徒の教育に関
わる教師に必携の一冊。
978-4-87424-662-7 A5 256頁
(2,200)円
'15【発行 くろしお出版】

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
国内外で日本語を学ぶ子どものことばの学びにつ
いて，さまざまなテーマから考えるためのテキス
ト。子どものエピソードやライフストーリーを読
んだり，問いに対して受講生同士が話し合いなが
ら理解を深める。
978-4-87424-635-1 B5 132頁
(1,600)円
'14【発行 くろしお出版】
リテラシーズ叢書 2

「移動する子ども」という記憶と力

日本語教育学の新潮流 16

「日本語を話す私」と自分らしさ
韓国人留学生のライフストーリー

中山亜紀子著
韓国人留学生のライフストーリーを考察したもの
である。感情，情動，葛藤を伴った第二言語習得
／使用の体験を丁寧に描き出した上で，「自分ら
しさ」という視点から言語習得という営みを考え
ていく。
978-4-904595-86-2 B5 264頁
(3,600)円
'16【発行 ココ出版】

ことばとアイデンティティ

川上郁雄編
複言語・複文化の中で成長した「移動する子ども」
たち。彼らが日本語を学んだ経験は，その後の人
生やアイデンティティにどのように関わっていっ
たのか。「移動する子ども」と親や支援者の，新し
い関係性を追求する。
978-4-87424-579-8 A5 384頁
(3,800)円
'13【発行 くろしお出版】
リテラシーズ叢書 4

異文化トレーニング [改訂版]
ボーダレス社会を生きる

八代京子,町惠理子,小池浩子,吉田友子著
異なる文化背景を持つ人々と建設的なコミュニケ
ーションを行なうために必要な態度とスキルをわ
かりやすく解説。各章末に実践的なトレーニング･
エクササイズを多数収録した。
978-4-384-01243-9 四六 336頁
(2,900)円
'09【発行 三修社】

異文化間教育とは何か
グローバル人材育成のために

西山教行,細川英雄,大木充編

異文化理解入門
原沢伊都夫著
「異文化」とはどういうことかを身近な例を取っ
てやさしい言葉で説明，そのあとに理解を深める
ための実践問題が付いています。
978-4-327-37734-2 A5 236頁
(2,200)円
'13【発行 研究社】

本名信行,秋山高二,竹下裕子,
ベイツ･ホッファ,ブルックス･ヒル編著
異文化理解教育は学校や企業などで今や不可欠と
もいえる。本シリーズは 1 巻で「コミュニケーシ
ョンとは何か」を考え，2 巻で異文化が共存する
現場を検証，分析する。いずれ訪れるボーダレス
時代へ向けてぜひ備えておきたい。
978-4-384-04071-5 1 ことばと文化 四六 265頁
(2,800)円
978-4-384-04072-2 2 人間と組織 四六 312頁
(2,800)円
'05【発行 三修社】

共生社会の
異文化間コミュニケーション
新しい理解を求めて

異文化コミュニケーション能力を
問う
超文化コミュニケーション力をめざして

佐藤慎司,熊谷由理編
日本語／国語／英語教育に携わる研究者による
「異文化コミュニケーション能力」概念再考の書。
文化，コミュニケーション，能力という概念が理
論化されてきた背景と問題点を指摘し，新たなビ
ジョンを示す。
978-4-904595-46-6

ベイツ・ホッファ,本名信行,竹下裕子編著
多文化共生コミュニティの形成にともなう今日的
課題を視野に，国内外の専門家が研究の成果を基
礎に，現実的な問題解決の道を探った 12 章を掲載。
共生社会の組織・運営に重要となる研究の新しい
方向性を示す。
978-4-384-04228-3 四六 392頁
(3,200)円
'09【発行 三修社】

(3,600)円
'14【発行 ココ出版】
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異文化間コミュニケーション・国際理解教育

グローバル時代に必要なのは，英語が使える日本
人ではなく，真の異文化間能力をそなえた人材で
ある。日本，フランス，イギリス，カナダの研究
者たちが異文化間教育の課題と人材育成との関連
を明らかにする。
978-4-87424-673-3 A5 248頁
(2,400)円
'15【発行 くろしお出版】

異文化理解とコミュニケーション
[第 2 版]

(日)

(日)

生きる力をつちかう言葉
日本語教師のための異文化理解とコ
ミュニケーションスキル
八代京子,世良時子著,小道迷子画
異文化コミュニケーションのシーンはまんがで紹
介，多文化主義の視点に立った教授の重要性と，
それは具体的に何をすることなのかを臨場感ある
事例，セルフチェックシートを活用して伝えてい
る。
978-4-384-05572-6 A5 168頁
(2,200)円
'10【発行 三修社】

言語的マイノリティーが<声を持つ>ために

田中望,春原憲一郎,山田泉編著
言語的マイノリティの境遇ゆえに言葉との苦闘を
余儀なくされた人々。彼らの証言が，人を動かし，
社会を変えるパワーを秘めた言葉の力を根源から
照射する。
978-4-469-21336-2 四六 256頁
(1,800)円
'12【発行 大修館書店】
中上級(日)

アジアの教科書に見る子ども
「虚構世界」と「現実世界」
「小説を読む」と「異文化コミュニケーションを学
ぶ」を繋ぐ

青木順子著
本書では，小説の読解を通して異文化コミュニケ
ーションを考察していくことで，人間と社会をよ
り深く理解させる小説読解を実現し，現実の世界
の問題を認識する異文化コミュニケーション力へ
発展させていく。
978-4-88730-749-0 A5 198頁
(2,000)円
'07【発行 大学教育出版】

塘利枝子編著,出羽孝行,
カンピラパーブ・スネート,高向山,久米裕子,
南出和余,渋谷恵著
アジア各国の教科書に描かれた子どもの姿を手が
かりに，理想の家族と子ども像，性役割観の国に
よる違いを明らかにする。
978-4-88848-940-9 A5 224頁
(4,300)円
'05【発行 ナカニシヤ出版】

岐路に立つ移民教育
異文化コミュニケーションに学ぶグ
ローバルマインド
長谷川宏司,広瀬克利,井上進,繁森英幸編
さまざまな分野で活躍する執筆者が，おのおのの
立場から，日本人と外国人との異文化コミュニケ
ーションの実態を紹介。そこから“グローバルマ
インド”の構築を学ぶ。
異文化間コミュニケーション・国際理解教育

978-4-86429-221-4 A5 246頁
(2,000)円
'14【発行 大学教育出版】

社会的包摂への挑戦

園山大祐編
日本とフランス，ドイツ，イギリス，オランダ，
スウェーデン，スペイン，ロシアといったヨーロ
ッパ主要国を取り上げ，学習権，学力保障，さら
には教員養成や宗教教育，排外主義といった今日
的な課題を検討する。
978-4-7795-1082-3 A5 320頁
(3,500)円
'16【発行 ナカニシヤ出版】

グローバルキャリア教育

初中級(日)

続 多次元のコミュニケーション
グローバル人材の育成

長谷川宏司編著
友松篤信編
さまざまな時と空間で活躍している執筆陣が，そ
れぞれの個性・感性・世界観・人生観や技力など
によって得た，他者とのコミュニケーションの技
法・心得などについて述べる。2006 年刊行『多次
元のコミュニケーション』の続編。
978-4-86429-158-3 A5 240頁
(2,000)円
'12【発行 大学教育出版】

海外で活躍する人材を育成するためのキャリア教
育とは？グローバルに活躍できる人材に必要な能
力はグローバルマインドを教育育成するテキスト。
具体的な実践例やノウハウ・考え方も豊富に掲載。
978-4-7795-0646-8 B5 200頁
(2,500)円
'12【発行 ナカニシヤ出版】

多次元のコミュニケーション
長谷川宏司編

学びの発見
私たちを取り巻く世界におけるコミュニケーショ
ンは無限に等しい。本書では，さまざまな分野に
おいて繰り広げられるコミュニケーションの実態
に 14 の視点からアプローチし，その理解・共有を
試みる。
978-4-88730-654-7 A5 250頁
(2,600)円
'06【発行 大学教育出版】
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国際教育協力論考

内海成治著
国際教育協力歴 35 年超の著者が，大切な記憶と記
録を集成。ケニア，アフガニスタン，ウガンダ，
東ティモール，南スーダンなど，困難な状況下で
も「学び」を志す，現地の子どもや保護者と向き
合うなかで得た，経験と発見を記す。

978-4-7795-1148-6 A5 428頁
(3,300)円
'17【発行 ナカニシヤ出版】

留学生アドバイジング

978-4-89358-595-0 A5 318頁

(1,600)円
'05【発行 凡人社】

国際文化交流と日本語教育
－きのう・きょう・あす－

学習・生活・心理をいかに支援するか

横田雅弘,白�悟著
椎名和男教授古希記念論文集
グローバリゼーションという時代の流れに対応し
た留学生政策，留学交流のために，留学生アドバ
イジングの理論と実践を具体的に解説。留学生ア
ドバイザーはもちろん，留学生を受け入れている
教官の方，日本に留学している留学生の人にもぜ
ひ，一読をおすすめします。
978-4-88848-908-9 A5 376頁
(3,500)円
'04【発行 ナカニシヤ出版】

椎名和男教授古希記念論文集刊行委員会編
国際文化交流・日本語教育のきのう・きょう・あ
すを考える，好個の論文・エッセー集。
978-4-89358-503-5 A5 403頁 (1,905)円(品切れ)
'02【発行 凡人社】
第 1 回国立国語研究所国際シンポジウム報告書

世界の国語研究所
－言語問題の多様性をめぐって－
National Language Institutes Around The World

異文化共有論
奥村訓代著

国立国語研究所編
これからの日本人・日本語教員に必要とされる，
異文化理解のための一冊。アンケート，コラムゲ
ーム，クイズなどを通して,異文化に触れ，相互に
理解することを目指す。
978-4-89358-476-2 B5 116頁

(2,000)円
'00【発行 凡人社】

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
→p.231
'11【発行 凡人社】
異文化理解のための

100 のトラブル解決マニュアル
調査研究グループ著
留学生，就学生を受け入れている全国の日本語学
校，大学，国際交流団体，自治体などに行ったア
ンケートをもとに，日常におけるさまざまなトラ
ブルを考察。ベテラン担当者が的確なアドバイス
をし，トラブルをわかりやすく解説する。
978-4-89358-347-5 A5 299頁 (2,330)円(品切れ)
'96【発行 凡人社】

第 2～4 回国立国語研究所国際シンポジウム
専門部会

多言語・多文化コミュニティのため
の言語管理
－差異を生きる個人とコミュニティ－
Language Management for Multicultural
Communities

国立国語研究所編
国立国語研究所国際シンポジウムの一部として開
催された専門部会「多言語・多文化コミュニティ
のための言語管理」に発表された論文をまとめた
ものである。さまざまな地域における第二言語教
育，バイリンガル教育，多言語・多文化教育が取
り上げられている。
(900041) B5 260頁
(2,800)円(品切れ)
'97【発行 凡人社】
第 2 回国立国語研究所国際シンポジウム報告書

新しい言語理論と日本語
会社に尽くしますか？
社会に尽くしますか？

New Directions in Linguistics and the Japanese
Language

国立国語研究所編

ワーク・アット・国際協力のススメ

難民を助ける会編
難民のため，地雷除去に小型武器全廃にと世界を
駆け巡る NGO・難民を助ける会のこれまでと現在
が見える一冊。スタッフによるエッセー，前ジュ
ネーブ軍縮会議議長へのインタビュー，ボランテ
ィアスタッフによる本音の座談会など，日本語教
育を考える上でも足元を見つめ直せる内容が満載。

国立国語研究所第 2 回国際シンポジウムの報告書。
新しい言語理論がどのような研究を展開させてい
るか，日本語についてどのような知見を生み出し
ているかに関する報告と，それを受けた討論が収
められている。
(900039) B5 150頁

(1,800)円(品切れ)
'97【発行 凡人社】
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外国人留学生の 100 のトラブル
解決マニュアル

国立国語研究所第 1 回国際シンポジウムの報告書。
世界各国の国立，あるいはそれに準じた機関が，
それぞれの言語問題とのかかわりの中でどのよう
な活動を展開しているのかを知り，学ぶことので
きる，重要かつ有意義な一冊。
(900038) B5 282頁
(3,107)円
'96【発行 凡人社】

第 3 回国立国語研究所国際シンポジウム報告書

第 7 回国立国語研究所国際シンポジウム
第 4 専門部会

世界の言語教育・日本の国語教育
Primary Language Education in the World and in
Japan

談話のポライトネス
Discourse Politeness

国立国語研究所編

国立国語研究所編

第 3 回国際シンポジウムでは，言語問題を追求す
る際に，避けて通ることのできない「教育」の問
題を取り上げ，国際化，情報化の大きな変化の中
で質的な転換を求められている言語教育の，21 世
紀に向けての新しい知見に迫る。
(900040) B5 149頁
(1,800)円(品切れ)
'97【発行 凡人社】

米国のポライトネス研究と日本語敬語行動研究の
連携を模索する国際シンポジウム「談話のポライ
トネス」での研究発表をまとめた一冊。社会言語
学・言語社会心理学分野の第一線で活躍する日米
の研究者 6 名の研究発表が収められている。
(900097) B5 150頁
(2,200)円(品切れ)
'01【発行 凡人社】

第 6～8 回国立国語研究所国際シンポジウム
専門部会報告

第 7 回国立国語研究所国際シンポジウム
第 6 専門部会

東アジアにおける
日本語観国際センサス

認識のモダリティとその周辺

International Census on Attitudes toward
Japanese Language in East Asia

－日本語・英語・中国語の場合－
Epistemic Modality Related Phenomena: The case of
Japanese, English and Chinese

国立国語研究所編
国立国語研究所編
日本語観をテーマとする国際シンポジウムの内容
をまとめたもの。東アジア，特に漢字圏における
日本・日本語観や日本語教育の現状，日本語学習
動機，日常言語生活における日本語使用の実態な
どについての研究を収録。
(900103) B5 164頁

(1,800)円
'02【発行 凡人社】

第 6 回国立国語研究所国際シンポジウム報告書

国立国語研究所による毎年恒例の国際シンポジウ
ムの第 6 専門部会「認識のモダリティとその周辺」
をまとめた一冊。内外のモダリティ研究の第一人
者による，日本語・英語・中国語におけるモダリ
ティ研究に関する講演が収められている。
(900093) B5 114頁
(1,600)円
'01【発行 凡人社】
第 7 回国立国語研究所国際シンポジウム報告書

バイリンガリズム
国際社会と日本語
The Japanese Language in the International
Community

－日本と世界の連携を求めて－
Bilingualism

異文化間コミュニケーション・国際理解教育

国立国語研究所編
国立国語研究所編
国立国語研究所が「国際社会と日本語」という大
きなテーマのもとに，世界各国の日本語研究者・
言語学研究者を迎え，2 日間に渡って行ったシン
ポジウムの内容をまとめた一冊。日本語学に関す
るさまざまな研究発表が収められている。
(900081) B5 114頁

(2,500)円(品切れ)
'99【発行 凡人社】

第 7 回国立国語研究所国際シンポジウム
第 1 専門部会

日系ブラジル人のバイリンガリズム
Bilingualism of Japanese Brazilians

国立国語研究所編
(900088) B5 147頁

(1,800)円
'00【発行 凡人社】

(900089) B5 104頁

第 9 回国立国語研究所国際シンポジウム第 1 部会

多言語・多文化共生社会における
言語問題
Language Problems in Multilingual and
Multicultural Societies

国立国語研究所編
日本・ブラジル・アメリカの社会言語学・言語社
会心理学・日本語教育の各分野の研究者が，多言
語・多文化社会で生じる言語問題を論じた国際シ
ンポジウムの報告書。多言語社会に向かいつつあ
る現在の日本について考えるうえで，参考になる
一冊。
(900104) B5 128頁
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(1,600)円
'00【発行 凡人社】

(2,000)円
'02【発行 凡人社】

第 10 回国立国語研究所国際シンポジウム第 2 部会

留学生担当者の手引 受入れ編
1995 年

日本語コミュニケーションの
言語問題

外国人留学生問題研究会(JAFSA)編

Language Problems related to Japanese
Communication

国立国語研究所編
これからの時代に求められる日本語運用のあり方
やコミュニケーション能力を模索するために，現
在起こっている，あるいは近い将来起こるであろ
う言語問題を国際的な視野で把握し，問題の軽
減・解決の道を探る。言語研究・言語教育・言語
政策など多分野からの問題提起と議論。
(900122) B5 115頁

(1,600)円
'03【発行 凡人社】

日本語教育資料シリーズ
異文化適応教育と日本語教育 1

体験学習法の試み
安場淳,池上摩希子,佐藤恵美子著,
日本語教育研究会資料シリーズ編集委員会編
日本社会という異文化社会に身を置く学習者に対
し，日本語教師は何ができるのか。「ことばを越え
た日本語教育」における教師の役割とは何かを，
中国帰国孤児定着促進センターでの実際の授業活
動を通して考える。
978-4-89358-120-4 B5 127頁

(1,748)円
'91【発行 凡人社】

日本語教育資料シリーズ
異文化適応教育と日本語教育 2

社会派日本語教育のすすめ
山田泉著

978-4-89358-343-7 B5 123頁

(1,800)円
'96【発行 凡人社】

978-4-89358-302-4 B5 315頁

(3,107)円
'95【発行 凡人社】

留学生担当者の手引 送り出し編
1991 年
外国人留学生問題研究会(JAFSA)編
初版を全面改訂。現在交換留学生制度のある大学
にアンケートをとり，選考方法や単位の扱いなど
実務レベルの内容を集めた。また，各国の受け入
れの現状や各機関の紹介，担当者としての留意点
などにわかりやすくふれている。
978-4-89358-121-1 B5 174頁 (2,718)円(品切れ)
'91【発行 凡人社】

留学生と
異文化間コミュニケーション
留学生との相互理解を深めるために

外国人留学生問題研究会(JAFSA)編
「留学生と異文化間コミュニケーション」をメイ
ンテーマとして 89 年 7 月に開催された外国人留学
生問題研究会(JAFSA) 第 8 回夏期研究集会報告集。
大学の留学生受入担当者，日本語教育機関の教職
員，国際交流団体の関係者，市民グループなど国
際教育交流に関心を持つ方々の必携図書。
(900042) B5 151頁
(絶版)
'90【発行 凡人社】
有斐閣選書

ケースで学ぶ
異文化コミュニケーション
誤解・失敗・すれ違い

久米昭元,長谷川典子著

ニューヨークの黒ダイヤ
〔探求・日米交流史〕

松村正義著
日米交流史において人知れず微光を放つ黒ダイヤ
のような物語が，二度の米国滞在を経た著者によ
り掘り起こされた。目次より－「日本へ最初に来
た米国の黒人」「文豪ヘミングウェイの日本への
夢」「米国における日本研究と中国研究」ほか。
978-4-89358-077-1 B6 211頁
(1,262)円
'91【発行 凡人社】

身近な誤解，失敗，すれ違いに関するケースを題
材に，異文化コミュニケーションの概念や考え方
を解説。各ケースには設問や考察，レポートやゼ
ミでの討論に活用できる課題，深い理解を促すた
めのコラムを盛り込んだ。
978-4-641-28108-0 四六 274頁
(1,800)円
'07【発行 有斐閣】
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大学での留学生のプロジェクト活動の報告を題材
に，日本語教育の新たな可能性を提唱。これから
日本語教師になろうという人，ボランティアで日
本語を教えている人，これまでの日本語教育の方
法に限界を感じている人に最適の参考書。

留学生を受け入れる際の業務一般についてのノウ
ハウをわかりやすく解説した本書は，担当者必携
の書。姉妹編として，同手引(送り出し編)がある。

有斐閣双書キーワードシリーズ

有斐閣選書

異文化コミュニケーション・
キーワード[新版]

はじめて学ぶ異文化コミュニケーシ
ョン

石井敏,岡部朗一,久米昭元,平井一弘,
古田暁著
異文化コミュニケーションに関する基本的で重要
な 100 のキーワードを見開き 2 ページの読み切り
スタイルで平明に解説。国際化時代を生きる現代
人にとって必要な概念の把握，知識の整理に必携。
978-4-641-05874-3 四六 276頁
(1,800)円
'01【発行 有斐閣】
有斐閣ブックス

異文化コミュニケーション研究法
テーマの着想から論文の書き方まで

石井敏,久米昭元編
異文化コミュニケーション研究でよく用いられる
8 つの研究法を紹介し，研究の進め方や留意すべ
き点を具体事例から平易に解説。研究にあたって
の心構えから方法論の全体的構図，論文の書き方，
研究テーマの紹介まで盛り込む。
978-4-641-18317-9 A5 212頁
(1,900)円
'05【発行 有斐閣】
有斐閣アルマ

異文化コミュニケーション・入門
池田理知子,E.M.クレーマー著
異文化コミュニケーションを自分探しの旅と位置
付け，自己と世界とのかかわり，アイデンティテ
ィの問題を掘り下げ，異文化接触のダイナミズム
を明らかにした。多彩な例とわかりやすい説明の
グローバル時代の入門書。
異文化間コミュニケーション・国際理解教育

978-4-641-12107-2 四六 274頁
(2,100)円
'00【発行 有斐閣】
有斐閣選書

異文化コミュニケーション・
ハンドブック
基礎知識から応用・実践まで

石井敏,久米昭元,遠山淳,平井一弘,松本茂,
御堂岡潔編
異文化コミュニケーションの諸問題に初めて接し
たり関心を抱くようになった学生や一般社会人向
けに，日本の「国際化」現象に関わる広範囲な領
域をできるだけ体系化し，「重要キーワードの解
説」を設けた読み易い概説書。
978-4-641-18270-7 四六 320頁
(2,200)円
'97【発行 有斐閣】
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多文化共生と平和構築に向けて

石井敏,久米昭元,長谷川典子,桜木俊行,
石黒武人著
多文化社会に生きる現代の学生・社会人にとって
必要な，異文化コミュニケーションの知識と考え
方を提供する。「異質」な他者と共に生きる意味と
は。
978-4-641-28133-2 四六 310頁
(2,000)円
'13【発行 有斐閣】

多言語社会・言語政策
「わからないことは希望なのだ」

言語の多様性から複言語教育へ

新しい文化を切り拓く 15 人との対話

ヨーロッパ言語教育政策策定ガイド

春原憲一郎編著
さまざまな立場で多文化的な取り組みを重ねる実
践家 15 人との対話。強さを前提とした既存の価値
観を否定し，これまで切り捨てられてきた弱さを，
弱いままに包括した新しい文化を切り拓くため，
現場で考え抜き，闘っている方々との対談を通じ
て見えてきたのは，「わからないという希望」にほ
かなりません。
978-4-7574-1839-4 A5 336頁

欧州評議会言語政策局著,山本冴里訳
欧州評議会による『ガイド』の日本語訳。『ヨーロ
ッパ言語共通参照枠』にくらべ，複言語・複文化
の教育活動について，より包括的な視点を提供。
言語教育の方針をどう定めていくかを考えていく
上での貴重な参考書に。
978-4-87424-684-9 A5 244頁
(2,200)円
'16【発行 くろしお出版】

(2,000)円
'10【発行 アルク】

言語への目覚め活動
複言語主義に基づく教授法

大山万容著

公共日本語教育学
社会をつくる日本語教育

川上郁雄編
人とことばと社会を視点に，どのような社会を築
けるか。日本語教育を通じて探究していく実践の
学。周辺領域の専門家による 5 つの講演会をまと
めた第 1 部の他，15 本の教育実践を紹介。日本語
教育の社会的役割とは。
978-4-87424-733-4 A5 264頁
(2,400)円
'17【発行 くろしお出版】

母語以外の言語の比較などを通じ，異なる文化や
考え方への気づきを促す「言語への目覚め活動」。
ヨーロッパの学校で実践されてきたこの教授法を
日本の教育現場へ文脈化するには，どのような実
践や教員養成が可能か。
978-4-87424-691-7 A5 176頁
(1,800)円
'16【発行 くろしお出版】

人とつながり、世界とつながる日本
語教育
「グローバル人材」再考
西山教行,平畑奈美編著
グローバル人材を日本語との関わりから捉え，日
本語教育と外国語教育の専門家たちが論じた研究
書。近年のグローバル人材育成の方向性に疑問を
投げかけ，日本語で日本を発信できる人材として
青年海外協力隊に着目。
978-4-87424-639-9 A5 304頁
(2,700)円
'14【発行 くろしお出版】

ことばは，人と人とをつなぎ，教室，社会，国境，
世代を越えてつながっていく。2014 年シドニー日
本語教育国際研究大会の成果をもとに，日本語教
育がこれから進むべき方向性を見事に描いた一冊。
978-4-87424-707-5 A5 244頁
(2,600)円
'16【発行 くろしお出版】
リテラシーズ叢書 1

複言語・複文化主義とは何か
ヨーロッパの理念・状況から日本における受容・文
脈化へ

学習力を育てる日本語指導
日本の未来を担う外国人児童・生徒のために

細川英雄,西山教行編
田中薫著
一定の指導を受けても学力が上がらない子どもた
ち。どこに問題があり，どのように学力をはかり，
改善すべきか。中学校で外国人児童生徒を 20 年以
上にわたり指導してきた著者が，日本語指導者た
ちの悩みに答える。
978-4-87424-646-7 B5 220頁
(1,900)円
'15【発行 くろしお出版】

「ヨーロッパ言語共通参照枠」（CEFR）の背景にあ
る複言語・複文化主義について，その源流を辿り
つつ，欧州と日本等の状況を概観。それぞれの言
語教育分野における受容と文脈化の現状について，
様々な立場からの論考を収録。
978-4-87424-505-7 A5 192頁
(2,400)円
'10【発行 くろしお出版】
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多言語社会・言語政策

トムソン木下千尋編
言語と教育から日本の国際化を考える

リテラシーズ叢書 3

シリーズ多文化・多言語主義の現在 3

マイノリティの社会参加

移民時代の言語教育
言語政策のフロンティア 1

障害者と多様なリテラシー

佐々木倫子編

田中慎也,木村哲也,宮崎里司編

障害，性別，年齢，人種，宗教などの少数派であ
る「マイノリティ」の中から「障害」を採りあげ，
その世界の多様なリテラシーの視点から，教育と
社会のあり方を考える。英語執筆者の原文は WEB
サイトにて配信。

多様な他者を受け入れる「移民の時代」を迎える
にあたって，求められる言語政策・言語教育とは
何か。共生のための言葉の在り方をめぐり，研究
者，企業・NPO・NGO で活動する専門家らが議論を
展開する。

978-4-87424-617-7 A5 232頁
(2,200)円
'14【発行 くろしお出版】

978-4-904595-02-2 四六 302頁
(2,400)円
'09【発行 ココ出版】
シリーズ多文化・多言語主義の現在 4

「開かれた日本」の構想
リテラシーズ叢書 6

移民受け入れと社会統合

北脇保之編

市民性形成とことばの教育
母語・第二言語・外国語を超えて

細川英雄,尾辻恵美,
マルチェッラ・マリオッティ編
ことばの教育には，社会的行為主体として自覚的
に他者とかかわる「市民」としての意識が不可欠
である。人がことばを使って社会の中で生きてい
く意味を追求し，具体的な活動実践とどのように
結びつけるかを考える。
978-4-87424-705-1 A5 256頁
(2,800)円
'16【発行 くろしお出版】

同化主義の陥穽に陥ることなく社会統合を行うこ
とは可能なのか？ 「多文化共生」の旗印の下に
行われてきた様々な実践を踏まえ，「開かれた日
本」の在り方を模索する。巻末に中川正春氏（元
文部科学大臣）を交えた座談会を収録。
978-4-904595-15-2 四六 288頁
(2,400)円
'11【発行 ココ出版】
シリーズ多文化・多言語主義の現在 5

ろう者から見た「多文化共生」
もうひとつの言語的マイノリティ

シリーズ多文化・多言語主義の現在 1

佐々木倫子編

人間成長を阻害しないことに焦点化
する教育学
いま必要な共生教育とは

髙橋舞著
多言語社会・言語政策

花崎皋平，岡真理らの思想を援用し，豊かな関係
性社会を切り拓く真の「共生教育」の構築をめざ
す。個人のエンパワーメントを目的とした「被害
者教育」から，他者を植民地化する暴力を抑制す
る「加害者教育」へ。
978-4-904595-00-8 四六 356頁
(3,600)円
'09【発行 ココ出版】

手話を切り口に，言語・文化的マイノリティとし
てのろう者の存在と，その課題を明らかにする。
日本手話が日本社会の一言語であること，そして，
ろう児へは第一言語としての日本手話と社会参加
のための書記日本語のバイリンガル教育が必要で
あることを主張する。
978-4-904595-24-4 四六 354頁
(2,400)円
978-4-904595-30-5 手話DVD1 木村晴美・森壮也
手話講演 98分 音声・字幕なし (1,200)円
978-4-904595-31-2 手話DVD2 久松三二・田門浩
手話講演 112分 音声・字幕なし (1,200)円
'12～13【発行 ココ出版】

シリーズ多文化・多言語主義の現在 2

シリーズ多文化・多言語主義の現在 6

「移動する子どもたち」のことばの
教育を創造する

琉球諸語の保持を目指して

ESL 教育と JSL 教育の共振

川上郁雄,石井恵理子,池上摩希子,
齋藤ひろみ,野山広編
「移動する子どもたち」への教育について取り組
んできた JSL 教育の研究者が，オーストラリアに
おける ESL 教育の理論と実践，異領域の専門家と
の対話を通して，新たな「ことばの教育」の理念
と方法を模索する。
978-4-904595-01-5 四六 356頁
(2,400)円
'09【発行 ココ出版】
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消滅危機言語めぐる議論と取り組み

下地理則,パトリック ハインリッヒ編
琉球諸語をはじめとする消滅危機言語の復興・維
持に関する，専門家たちの議論，および，コミュ
ニティの現場におけるさまざまな取り組みを紹介。
消滅危機言語に対して言語学には何ができるのか，
その課題と可能性を示す。
978-4-904595-50-3 四六 372頁
(2,400)円
'14【発行 ココ出版】

日本語教育でつくる社会
私たちの見取り図

中華世界における CEFR の受容と文
脈
程遠巍著
中国や台湾において，CEFR はどのように受け入れ
られているのか。CEFR の基盤となっている複言
語・複文化主義の理念が浸透せずに，形式的な面
のみが受容されている現状へ警鐘を鳴らし，日本
の言語政策へも示唆を与える。
978-4-904595-89-3 A5 192頁
(3,600)円
'17【発行 ココ出版】

日本語教育政策マスタープラン研究会著
日本で生活する日本語を母語としない人たちが社
会参加するために日本語教育は不可欠である。本
書は，日本社会で生きる全ての人が自己実現でき
る，本当の多文化共生社会を作るために，「日本語
教育にできること」を提案する。
978-4-904595-10-7 四六 234頁
(1,600)円
'10【発行 ココ出版】

言語生態学と言語教育
人間の存在を支えるものとしての言語
→p.231
'09【発行 凡人社】

日本語教育学の新潮流 1

日本語教師の「意味世界」
オーストラリアの子どもに教える教師たちのライフ
ストーリー

第 2～4 回国立国語研究所国際シンポジウム
専門部会

太田裕子著
本書では，日本語教師の実践の背景にある「意味
づけの総体」＝「意味世界」を，ライフストーリ
ー分析によって明らかにする。多文化主義を標榜
するオーストラリアにおける言語教育政策の課題
を浮き彫りにした好著。
978-4-904595-08-4 A5 414頁
(4,000)円
'10【発行 ココ出版】

多言語・多文化コミュニティのため
の言語管理
－差異を生きる個人とコミュニティ－
Language Management for Multicultural
Communities
→p.237
'97【発行 凡人社】

日本語教育学の新潮流 2

第 9 回国立国語研究所国際シンポジウム第 1 部会

グローバリゼーションと日本語教育
政策

多言語・多文化共生社会における
言語問題

アイデンティティとユニバーサリティの相克から公
共性への収斂

→p.238
'02【発行 凡人社】

グローバリゼーションの潮流の中で，日本語教育
政策はどのような思想・哲学に基づき，何を志向
してくべきか。「ユニバーサリティ」「アイデンテ
ィティ」「公共性」などをキーワードに読み解き，
その答えを提示する。

第 10 回国立国語研究所国際シンポジウム第 2 部会

日本語コミュニケーションの
言語問題
→p.239
'03【発行 凡人社】

978-4-904595-11-4 A5 246頁
(3,600)円
'11【発行 ココ出版】

日本語教育の過去・現在・未来
第 1 巻 社会

日本語教育学の新潮流 12

接触場面における母語話者のコミュ
ニケーション方略
情報やりとり方略の学習に着目して

水谷修監修,野山広,石井恵理子編著,
伊東祐郎,岩見宮子,嘉数勝美,小林悦夫,
橋本博子,浜田麻里,春原憲一郎,樋口博,
吉田依子著

栁田直美著
接触場面における母語話者側の言語的調節の実態
を明らかにする。さらに，非母語話者との情報や
りとりに使用される母語話者の言語的調節の学習
モデルを構築。非母語話者とのコミュニケーショ
ン支援のあり方を提示する。
978-4-904595-58-9 A5 224頁
(3,600)円
'15【発行 ココ出版】

「社会」の動きと日本語教育の動きは密接な関わ
りをもっている。グローカル社会，多言語・多文
化社会，移民の受け入れなど，今後の動きに際し，
本書では「社会」と日本語教育の関係を具体的に
わかりやすく，過去から現在，そして未来に向け，
論じる。日本語教育能力検定試験対策としても有
効な一冊。
978-4-89358-704-6 A5 292頁
→p.232

(2,500)円
'09【発行 凡人社】
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多言語社会・言語政策

嘉数勝美著

カナダの公用語政策
バイリンガル連邦公務員の言語選択を中心として
The Official Language Policy of Canada
-Language Choice of Bilingual Federal Public
Servants-

矢頭典枝著
カナダ政府機関内で行った調査をもとに，カナダ
の公用語政策によって言語使用を規定されている
バイリンガルな連邦公務員の言語選択とその要因
を，実証的に分析する。巻末に英語版，フランス
語版の質問票を収録。
978-4-89798-660-9 A5 350頁
(3,480)円
'08【発行 リーベル出版】

多言語社会・言語政策
244

言葉の諸相
日本語の知的表現(新装版)

中級(英)

How to Sound Intelligent in Japanese

J ポップの日本語研究

チャールズ・ドゥ・ウルフ著

創作型人工知能のために

伊藤雅光著
J ポップの歌詞を「ことば」として計量的な分析，
成果をもとに AI にラブソングを作らせる。
978-4-254-51054-6 A5 216頁
(3,200)円
'17【発行 朝倉書店】

ことばのおもしろ事典

日本語の知的表現集。ジャンルごとに表現を分類，
解説。頻出する単語や難解な表現には例文を設け，
用法・語感が身につくよう配慮。〔ジャンル/政
治・経済・法律・科学・学問・哲学・宗教・芸術・
文学・社会〕 ※日本円の価格はご購入時のレー
トによって変動します。
978-1-56836-418-6 B6 160頁 $16.00
'01【発行 講談社 USA】

初中級

中島平三編

敬語だけじゃない敬語表現
ことわざやことば遊び，広告など身近にある“こ
とば”のおもしろさや，バイリンガル，発達やど
忘れなどにまつわる不思議さなどのトピックから，
多彩で深い言語とことばの学びの世界へと誘う全
30 章。
978-4-254-51047-8 B5 324頁
(7,400)円
'16【発行 朝倉書店】
日本語力を磨く二義文クイズ

心づかいと思いやりを伝える「丁寧さ」

蒲谷宏著
「仰る」などの敬語を使わなくても，表現を工夫
して，相手への心づかいを伝えることで，「丁寧
さ」は表せる。どう表現すれば丁寧になるのか，
どんなしくみで丁寧になるのかを，具体例ととも
にわかりやすく解説。
978-4-469-22245-6 四六 136頁
(1,500)円
'15【発行 大修館書店】

誰よりもキミが好き！
山内博之著

敬語表現ハンドブック
「二義文」とは，一つの文に二つの意味がある文
のこと。ある文から二つの意味を探しだすクイズ
が「二義文クイズ」です。問題は全 70 題。アナタ
は全てわかりますか。
(1,200)円
'08【発行 アルク】

978-4-469-22199-2 A5 210頁
(1,800)円
'09【発行 大修館書店】

まちおこしの風景
信州小諸－手作りミュージカルを通して

田中望,大谷晋也著

敬語マスター
地方都市，小諸において定住外国人を支えるコミ
ュニティのあり方を調査するなかで，「まちおこ
し」のためのミュージカル上演に深く関わった著
者。ミュージカルに込められたメッセージの生成
過程，内容分析，観客による受けとめられ方及び
メッセージ実現に向けた提言を記す。
978-4-900408-62-3 B6 312頁
(絶版)
'96【発行 櫟】
【発売 凡人社】

まずはこれだけ

三つの基本

蒲谷宏著
「高くする敬語」「改まりを示す敬語」「恩恵を表
す敬語」の三つの基本を軸にしたわかりやすい解
説と，多くの例文・練習問題で，敬語の基礎的な
知識と使い方が身につき，どんな場面でも自信を
持って敬語が使えるようになる。
978-4-469-22235-7 四六 176頁
(1,400)円
'14【発行 大修館書店】
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言葉の諸相

978-4-7574-1476-1 B6 178頁

蒲谷宏,金東奎,高木美嘉著
依頼，誘い，許可，指示，禁止，アドバイス（勧
め），ほめ，苦情…。多様な場面に応じた適切なコ
ミュニケーションとは？敬語の基本的な性質や待
遇表現における「丁寧さ」の原理を明らかにし，
豊富な具体例をあげて表現の実際を解説。

第 10 回 国立国語研究所国際シンポジウム 第 3 部会

待遇コミュニケーション論
蒲谷宏著
他人とコミュニケーションをとろうとするとき，
どんな場面で，どのようなことに注意して表現す
るのか。敬語表現などを中心に，実際に使用され
る表現を分析しつつ，コミュニケーションの仕組
みについて明らかにしていく。
978-4-469-22227-2 A5 352頁
(2,800)円
'13【発行 大修館書店】

わたしたちのことばを考える①

環太平洋における日本語の地位
The Status of Japanese Language in the Pacific Rim

国立国語研究所編
2003 年 2 月 1 日，国立国語研究所にて開催された
国立国語研究所国際シンポジウムの部会内容をも
とに編集した報告書。巻末には参考資料として，
1996 年 9 月 21 日に国連大学国際会議場で行われ
たパネルディスカッション「21 世紀の東南アジア
における日本語」の内容が掲載されている。開催
から長い年月が経過しているが，両者に関連ある
内容が多く，合本としての刊行となった。
978-4-89358-613-1 B5 160頁
(2,400)円
'06【発行 凡人社】

煩悩の文法［増補版］
第 11 回国立国語研究所国際シンポジウム報告書

体験を語りたがる人びとの欲望が
日本語の文法システムをゆさぶる話

世界の<外来語>の諸相
定延利之著
人は誰しも，体験を語りたいという“煩悩”を抱
えている。体験を語りたいという欲望は，時に，
文法システムをゆさぶってしまう。私たちが日常
で生みだすことばを，ありのままに見つめること
で見えてくる本当のことばの姿。私たちのことば
の世界を探索し，体感する楽しみに満ちた一冊。
978-4-89358-915-6 B6 220頁

(1,500)円
'16【発行 凡人社】

―標準化・活性化を目指す言語政策の多様性―
Aspects of Foreign Words/Loanwords in the
World’s Language

国立国語研究所編
2004 年 3 月に 3 日間にわたって行われた，国際シ
ンポジウムの内容の全記録。これまでの外来語，
借用語に対する各言語社会の状況を理解し，これ
からの外来語・借用語のあり方について考える契
機となり，同時に，コミュニケーションを円滑に
するための言語政策に対する関心をより一層高め
るきっかけとしても非常に有効。
978-4-89358-601-8 B5 394頁 (3,500)円(品切れ)
'05【発行 凡人社】

わたしたちのことばを考える②

雑談の正体

知ってワクワク
ことばの学び ことばの仕組み

ぜんぜん“雑”じゃない、
大切なコミュニケーションの話
言葉の諸相

水町伊佐男編
清水崇文著
近年、日本は大変な「雑談ブーム」。“くだらない
おしゃべり”のはずの雑談が、重要視されている
のはなぜでしょうか。そもそも「雑談」とはどの
ような会話なのか，外国語でする雑談の難しさは
どこにあるのか，コミュニケーション学や言語学
の研究成果をもとに探求します。そして、日本語
教育における雑談学習について展望します。
978-4-89358-935-4 B6 200頁
(1,500)円
'17【発行 凡人社】
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本書で取り上げられる，言語学や日本語教育に関
する幅広いテーマは，その分野に関心がある人に
有用なだけでなく，専門知識がなくても興味深く
読み進められる。これから専門的に学び始めよう
とする方が，言葉の持つ奥深さ・広がり・楽しさ，
言語を研究することの多様性，言語を学んだり，
教えたりすることの大切さ・難しさを感じるきっ
かけとなる。様々な意味で「ワクワク」を体験で
きる一冊。
978-4-89358-636-0 A5 136頁
(1,500)円
'07【発行 凡人社】

アカデミック・スキルズ
日本語表現力
初中級
アカデミック・ライティングのための基礎トレーニ
ング
石塚正英,黒木朋興編著
現代社会で必要とされるコミュニケーション力や
問題解決力などを身につけていくためのテキスト。
文章の構成・書き方に加え基礎的な用語について
理解を深め，実際に文章として書いてみるプロセ
スを解説。
978-4-254-51049-2 A5 184頁
(2,500)円
'16【発行 朝倉書店】

ゼロからの統計学
使えるシーンが見える

竹田茂生,藤木清著
数字の情報やグラフがメディアに氾濫する今，統
計学の知識は文系学生にも論文作成や就活に必須。
難しい数式を極力減らし，身近なテーマのシナリ
オで，苦手な人も学びやすく工夫した。基本から
学び直したい大人の読者にもお勧め。
978-4-87424-471-5 A5 216頁
(1,800)円
'10【発行 くろしお出版】
大学生からのスタディ・スキルズ

知へのステップ 第 4 版
学習技術研究会編著

思考ツールを利用した日本語ライテ
ィング
リーディングと連携し論理的思考を鍛える

脇田里子著
主に学部レベルの日本語学習者を対象とし，文章
の論理構造を意識化させるレポート・ライティン
グの学習方法，およびリーディングとライティン
グの連携を重視した教育実践について論じる。
978-4-87259-556-7 A5 234頁
(4,100)円
'17【発行 大阪大学出版会】

978-4-87424-650-4 B5 234頁
(1,800)円
'15【発行 くろしお出版】

大学生のための 論文・レポートの論
理的な書き方
渡邊淳子著
大学生がはじめてレポートや論文を書くにあたっ
て，知っておきたい知識と思考法をまとめた入門
書。
978-4-327-38470-8 A5 112頁
(1,300)円
'15【発行 研究社】

森口稔,中山詢子著
雑談・話し合いからプレゼンテーションまで，話
す技術の最も基本が学べる 1 冊。基礎編では，話
す技術の基本について解説し，練習編では，話す
技術を磨く場面を提示する。
978-4-87424-727-3 A5 120頁
(1,300)円
'17【発行 くろしお出版】

大学生のための表現力トレーニング

あしか
アイデアをもって社会について考える（レポート・
論文編）

宇野聖子,藤浦五月著

基礎からわかる日本語表現法
森口稔,中山詢子著
論理的に考え，わかりやすい文章を書くための教
科書。高校までの国語で習ったことも含めて基礎
から解説。普段何気なく使っている日本語を意識
するきっかけを提供するよう配慮した。基礎編と
練習編の 2 部で構成。
978-4-87424-659-7 A5 136頁 別冊20頁
(1,300)円
'15【発行 くろしお出版】

論文やレポートを書く「技術」が身につくだけで
なく，深く考える力を伸ばすことができる教材。
関心のあることを見つける，資料を調べる，他者
と話し合う，と段階を踏んで考えを深めていき，
レポートを完成させる。
978-4-904595-83-1 B5 136頁
(1,600)円
'16【発行 ココ出版】
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基礎からわかる話す技術

「大学での勉強の仕方がわかる」と支持を受け続
ける，大学 1 年生の必携書籍が改訂。授業を受講
にするにあたり，身につけておくべき基礎的な能
力を養える。Office2013／10 に対応。CD-ROM 付。

日本語教育学の新潮流 10

第二言語によるパラフレーズと日本
語教育
鎌田美千子
パラフレーズは，レポートや論文の執筆に欠かせ
ない言語スキルである。本書では留学生のパラフ
レーズに注目し，問題点とその要因の解明を目指
す。今後のアカデミック・ライティング教育を展
開するための新しい視座を提示する。
978-4-904595-56-5 A5 152頁
(3,600)円
'15【発行 ココ出版】

紙を使わないアンケート調査入門

日本統計学会公式認定
統計検定 4 級対応 資料の活用
日本統計学会編
「読み書きそろばん」ならぬ「読み書き統計」。今
や誰にも必須とされる統計リテラシーを身につけ
て，統計表やグラフ，確率を正しく理解しましょ
う。論理的に考えられるオトナになりたい人にお
すすめ。
978-4-489-02145-9 A5 224頁
(2,000)円
'12【発行 東京図書】

日本統計学会公式認定
統計検定 3 級対応 データの分析

卒業論文，高校生にも使える

日本統計学会編
豊田秀樹編著
論文のためのアンケート調査には，調査票の作成
から入力まですべてブラウザでできる Google フ
ォームを使おう。R を使えばお金も一切かかりま
せん。煩雑な作業に時間を取られず，分析・知的
作業に労力を集中しましょう。
978-4-489-02210-4 B5変 224頁
(2,400)円
'15【発行 東京図書】

増補改訂 研究計画書デザイン
大学院入試から修士論文完成まで

せっかく調査や研究をしても，根拠がなくてはそ
の主張は伝わりません。データ分析に関する重要
事項を学び，数値データとともに示せば論文やレ
ポートの説得力が増します。高校生以上の人にお
すすめ。
978-4-489-02132-9 A5 224頁
(2,200)円
'12【発行 東京図書】

基礎から分かる会話コミュニケーシ
ョンの分析法

アカデミック・スキルズ

細川英雄著

高梨克也著

大学院受験生，大学院生に向けて，研究計画書を
書くための思考と表現の方法論を提案。テーマの
設定から研究論文への展開に至るまで，自分自身
の考えを深化させ，「研究」の俎上に載せるプロセ
スをクローズアップ。

さまざまな会話コミュニケーションを明示的な方
法論で観察し，理論的かつ体系的に説明しようと
する人のための入門書。会話データの分析を始め
ようとしている言語学や心理学，社会学などの分
野の初学者必携の一冊。

978-4-489-02221-0 A5 224頁
(2,600)円
'15【発行 東京図書】

978-4-7795-1073-1 A5 176頁
(2,400)円
'16【発行 ナカニシヤ出版】

合格ナビ！ 研究計画書の書き方
進研アカデミーグラデュエート大学部編,
千島昭宏著,野林靖夫監修

グループディスカッションのための
コミュニケーション演習
賛否両論図を用いたアクティブラーニング

「研究とは何か」という本質的な説明から始め,
一つひとつ段階を踏んで研究計画の完成へと近づ
いていきます。理屈だけではなく，具体的に計画
書に反映させるための論理展開を大切にしました。
何かを究めたい人に。
978-4-489-02232-6 A5 224頁
(2,600)円
'16【発行 東京図書】

卒論・修論のためのアンケート調査
と統計処理
石村光資郎,石村友二郎著,石村貞夫監修
研究テーマの見つけ方から，アンケート調査票の
作り方，Excel を使ったデータの処理方法と結果
の書き方・まとめ方などをていねいに解説。卒業
論文作成のためのすぐに役立つ統計処理の手引き。
978-4-489-02188-6 B5変 224頁
(2,400)円
'14【発行 東京図書】
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西口利文著
議論のための論理の基礎と，感情に流されないコ
ミュニケーションの基礎を学び，理性と感性を味
方に，的確に議論する・コミュニケーションをす
る力を磨く。日常場面を想定した演習で賛否両論
図を使いこなし，状況を整理する力を培う。
978-4-7795-0991-9 B5 136頁
(2,000)円
'15【発行 ナカニシヤ出版】

中級(日)

コミュニケーション研究のデータ解
析
田崎勝也編著
コミュニケーションの量的な調査や実験を扱うす
べての研究のために，統計理論と実際のデータ解
析をユーザーの視点からバランスよく解説。多変
量解析の初級～中級。社会調査士（E 科目）のテ
キストとしても最適。
978-4-7795-0969-8 B5 240頁
(3,200)円
'15【発行 ナカニシヤ出版】

コミュニケーション研究法

大学 1 年生からのコミュニケーショ
ン入門
中野美香著
高校生，大学生，社会人向けのキャリア教育に最
適！基礎から応用まで網羅した平易な解説と豊富
なグループワーク課題で，企業が採用選考時に最
も重視する「コミュニケーション能力」を磨ける
好評テキスト。
978-4-7795-0469-3 B5 122頁
(1,900)円
'10【発行 ナカニシヤ出版】

上級(日)
中級(日)

末田清子,抱井尚子,田崎勝也,猿橋順子編著
コミュニケーションの何を明らかにしたいのかに
よって研究手法は選ばなければならない。研究倫
理などの心構えから，フィールドワークや実験法，
質問紙法，統計まで，多彩な研究手法を網羅して
解説。
978-4-7795-0546-1 B5 291頁
(3,200)円
'11【発行 ナカニシヤ出版】

コミュニケーション練習帳
土倉玲子著
人間関係がうまくいかない理由となるちょっとし
たコミュニケーションの癖。その問題点と改善方
法を現役カウンセラーが教える。コミュニケーシ
ョンを通して，温かい人間関係を満喫するための
ガイドブック。
978-4-7795-1022-9 A5変 72頁
(1,200)円
'16【発行 ナカニシヤ出版】

大学

学びのことはじめ

初年次セミナーワークブック

佐藤智明,矢島彰,山本明志編
学生の間に身につけておくべき基礎リテラシーを
網羅。全ページ書き込み提出や再構成のできる切
り取り可能なミシン目入り。スマホ等を効果的に
活用できるよう工夫。希望の方には指導用マニュ
アルも付す。

中野美香著
書き込みワークシートを使って，現代社会で欠か
せない「プレゼン能力」とプレゼンをマネジメン
トする力を磨き，段階的にスキルアップをはかっ
てゆく。大学生のみならず，高校生や社会人にも
使用可能な絶好の入門書！
978-4-7795-0654-3 B5 148頁
(1,900)円
'12【発行 ナカニシヤ出版】
大学生と大学院生のための

初中級(日)

レポート・論文の書き方
吉田健正著
テーマや仮説の設定から，文章表現の基本や引用
方法など，論文を構成するすべての要件について
懇切丁寧に指導。第２版では，インターネット時
代の情報検索にも対応。ロングセラーを続ける大
学生・大学院生の必携書。
978-4-88848-868-6 〔第2版〕 A5 152頁
(1,500)円
'04【発行 ナカニシヤ出版】

978-4-7795-0838-7 B5 130頁
(1,900)円
'14【発行 ナカニシヤ出版】

大学 1 年生のための日本語技法
長尾佳代子,村上昌孝編
引用を使いこなし，論理的に書く。徹底した反復
練習で，学生として身につけるべき日本語作文の
基礎をみがく。また，敬語表現やメール・手紙の
書き方といった日本語の日常表現もきちんと説明。
10 年近い教育現場の取組みのなかから編み出さ
れた，明日から使える実践的初年次科目テキスト。
978-4-7795-0902-5 B5 108頁
(1,700)円
'15【発行 ナカニシヤ出版】
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3訂

大学生からのプレゼンテーション入
門

定期刊行物
(日)

日本語学校全調査 2017

AJALT (年刊)

エスアイケイアイ出版部編
全国の大学・短期大学日本語別科，専門学校日本
語科および日本語学校のすべてにアンケート調査
を実施して，その結果をまとめたもの。
978-4-9909607-0-4
(3,500)円
'17【発行 エスアイケイアイ】

(日)
2017 国公私立首都圏の

専門学校全調査
エスアイケイアイ出版部編
首都圏の専門学校の学科をコードで分類整理した
唯一の資料。5 種類の索引で，専門学校をどんな
角度からでも検索ができる。また，各学校の留学
生情報も掲載しており，日本語学校の進学指導に
役立ちます。
B5 264頁 予価
(3,000)円
'17【発行 エスアイケイアイ】

日本語文法
定期刊行物

日本語文法学会編
日本語文法学会の学会誌。記述的な研究から理論
的な研究まで，洗練された論文を掲載。2001 年に
創刊し，年 2 回，3 月・9 月発行。バックナンバー
有り。
978-4-87424-710-5 16巻2号 A5 206頁 (3,500)円
978-4-87424-729-7 17巻1号 A5 208頁 (3,500)円
'01～17【発行 くろしお出版】

言語教育評価研究

国際日本語普及協会の教師の手により，現職日本
語教師にも外国人学習者にも役立つ興味深い記事
が集められた，毎年 6 月に発行されている年刊誌。
最新刊は 40 号。28 号以降バックナンバーあり。
978-4-906096-86-2 40号 A4変 94頁
特集「詩歌をひらく」 (800)円
978-4-906096-74-3 28号 A4 80頁
特集「日本語教育における評価とは」 (800)円
978-4-906096-75-1 29号 A4 80頁
特集「日本語教師の研修―現在と未来」 (800)円
978-4-906096-76-3 30号 A4 80頁
特集「初級を再考する―学習者の立場に立って」
(800)円
978-4-906096-77-0 31号 A4 80頁
特集「―みんなで取り組む―働く外国人と日本語
」 (800)円(絶版)
978-4-906096-78-7 32号 A4 80頁
特集「ライフステージに応じた生活者のための日
本語教育」 (800)円
978-4-906096-79-4 33号 A4 80頁
特集「ことばと文化を受けつぐ―越境時代の母語
・継承語教育」 (800)円
978-4-906096-80-8 34号 A4 80頁
特集「世界はわたしの教室です」 (800)円
978-4-906096-81-7 35号 A4 80頁
特集「プロフェッショナルの日本語」 (800)円
978-4-906096-82-4 36号 A4 80頁
特集「ことばをとどける『声の力』」 (800)円
978-4-906096-83-1 37号 A4変 90頁
特集「文字は旅する」 (800)円
978-4-906096-84-8 38号 A4変 90頁
特集「演じるニホンゴ」 (800)円
978-4-906096-85-5 39号 A4変 90頁
特集「文学を読む」 (800)円
'78～'17【発行 公益社団法人 国際日本語普及協
会】

桜美林大学,国際交流基金編著
桜美林大学大学院と国際交流基金による言語教育
評価共同研究所が隔年で発行している評価につい
ての研究誌。
978-4-89358-731-2 第1号 B5 88頁
(1,000)円
978-4-89358-804-3 第2号 B5 84頁
(1,000)円
978-4-89358-862-3 第3号 B5 84頁
(1,000)円
978-4-89358-904-0 第4号 B5 84頁
(1,000)円
'11～【発行 言語教育評価共同研究所】
【発売 凡人社】

言語教育実践 イマ×ココ
現場（イマ×ココ）の実践を記す・実践を伝える・
実践から学ぶ
言語教育の現場で行われている「実践」の共有を
めざす年刊誌（毎年 10 月刊行）。普段なかなか触
れることのない，他の実践者による言語教育／支
援の現場を知ることができる。広く投稿を受け付
けている。
投稿の詳細：www.cocopb.com/imacoco/
978-4-904595-85-5 No.4 B5 130頁
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(1,200)円

978-4-904595-29-9 創刊準備号 B5 76頁
(1,200)円
978-4-904595-39-8 創刊号 B5 112頁 (1,200)円
978-4-904595-51-0 No.2 B5 126頁
(1,200)円
978-4-904595-67-1 No.3 B5 118頁
(1,200)円
'12～【発行 ココ出版】

日本語／日本語教育研究
Studies in Japanese Language and Japanese
Language Teaching

日本語／日本語教育研究会編
2009 年に設立された日本語／日本語教育研究会
の研究会誌。日本語学と日本語教育の相互交流と
発展のために創刊された。査読付き，年 1 回（5
月）刊行。
978-4-904595-07-7 第1号 A5 276頁
(2,400)円
978-4-904595-13-8 第2号 A5 300頁
(2,400)円
978-4-904595-23-7 第3号 A5 292頁
(2,400)円
978-4-904595-35-0 第4号 A5 288頁
(2,400)円
978-4-904595-48-0 第5号 A5 312頁
(2,400)円
978-4-904595-62-6 第6号 A5 252頁
(3,200)円
978-4-904595-82-4 第7号 A5 276頁
(3,200)円
'10～【発行 ココ出版】

一橋日本語教育研究
一橋日本語教育研究会編
一橋日本語教育研究会の研究会誌。一橋日本語教
育研究会とは，一橋大学大学院言語社会研究科第
2 部門に所属する現役学生，修了生および，教員
を中心とした研究会で，2012 年に設立された。年
1 回刊行。
1号
2号
3号
4号

A4 90頁
(2,400)円
A4 136頁
(2,400)円
A4 114頁
(2,400)円
A4 134頁
(2,400)円
'12～【発行 ココ出版】

Acquisition of Japanese as a Second Language

第二言語習得研究会編
日本語を対象とする第二言語習得研究の専門誌。
最先端の研究をまとめた研究論文のほか，展望論
文や書評論文，誌上講座，学位論文情報など，研
究者だけでなく，今後この分野に入ろうとする人
にも有益な研究情報を掲載。
(900043)
(900063)
(900087)
(900095)
(900111)
(900124)
(900132)
(900136)
(900143)
(900146)
(900151)
(900155)
(900177)
(900187)
(900196)
(900201)
(900204)
(900213)
(900221)

第1号 B5 208頁
第2号 B5 126頁
第3号 B5 141頁
第4号 B5 185頁
第5号 B5 190頁
第6号 B5 150頁
第7号 B5 283頁
第8号 B5 193頁
第9号 B5 159頁
第10号 B5 183頁
第11号 B5 247頁
第12号 B5 203頁
第13号 B5 197頁
第14号 B5 172頁
第15号 B5 144頁
第16号 B5 292頁
第17号 B5 160頁
第18号 B5 204頁
第19号 B5 136頁

(1,500)円(品切れ)
(1,200)円
(1,400)円
(1,400)円
(1,500)円
(1,500)円
(1,600)円(品切れ)
(1,500)円
(1,500)円
(1,500)円
(1,600)円
(1,500)円
(1,500)円
(1,500)円
(1,500)円
(2,000)円(品切れ)
(1,500)円
(1,600)円
(1,500)円
'97～【発行 凡人社】

日本語プロフィシェンシー研究
日本語プロフィシェンシー研究会編
日本語における「プロフィシェンシー」をキーワ
ードとして，日本語教育におけるさまざまなテー
マについての研究を掲載する研究誌。1 年に 1 度
の発行。
978-4-89358-854-8 創刊号 B5 158頁 (2,000)円
978-4-89358-875-3 第2号 B5 156頁
(2,000)円
978-4-89358-891-3 第3号 B5 78頁
(2,000)円
978-4-89358-910-1 第4号 B5 234頁
(2,000)円
978-4-89358-929-3 第5号 B5 230頁
(2,000)円
'13～【発行 凡人社】

日本語教育
日本語教育学会編
日本語教育の学術専門誌である本誌は，国内・外
の日本語教育に関する諸問題等を幅広く取り上げ
ている。日本語教育の専門家のみならず，これか
ら教師を目指す人にも有益。英文要旨付。バック
ナンバーあり。要在庫確認。（ISSN 0389-4037）
166～ B5
(3,800)円
～100 A5，101～ B5 平均170頁
(2,500)円
86号別冊のみ
(2,000)円
【発行 日本語教育学会】
【発売 凡人社】
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定期刊行物

978-4-904595-25-1
978-4-904595-42-8
978-4-904595-59-6
978-4-904595-76-3

第二言語としての日本語の習得研究

出版案内・お知らせ
出版案内

凡人社出版物のご案内
FAX 注文書

アスク出版の日本語教材
最新コース教材！ 時代は「わかる」から「できる」へ！

つなぐにほんご

初級シリーズ

ヒューマンアカデミー日本語学校

場面会話 → 文型確認 → 文型練習 → 応用会話
場面会話から入り、会話が「できる」ようになってから文型を学
習するので、スムーズに理解がすすみます。
※音声、絵カード、授業のヒントは無料ダウンロード（音声はスマホからもダウンロード可）

初級１／ B5 判

380 頁

2,500 円（税別）

＊初級 2（L16 ～ L30）は 2017 年秋発売予定！

読んで！書いて！聞いて！学ぶ
画期的な漢字学習教材

PRACTICAL KANJI
公益法人

基礎漢字 500

国際日本語普及協会（AJALT）

使用頻度の高い 500 漢字を効果的な順番で提出！
「読む」「書く」そして「聞く」
さまざまなトレーニングを通じて確実に定着させます。
▲ ▲ ▲

英語・ベトナム語訳付き
学習に便利な赤シート付き

付属 CD-ROM には、音声と漢字練習シートを収録

AB 判
Vol. 1 ／ 2,400 円（税別） Vol. 2 ／ 2,600 円（税別）

英語で学ぶ

Coming to
Japan

日本語入門

いろは

アスク出版編

広告

First Encounter with
Japanese Language

日常生活で使える「シ

日本 語 の文 字 から語 順 や

ン プ ル」 で「 ホ ント」

音 声の 特 徴 まで 英 語 でわ

の 日 本 語 を 集 め たフ

かりやすく解説。ゼロビギ
大知春華
菊池富美子
東郷美香

ナーに 最 適 な日本 語 入 門
書です。

新書判
1,100 円
（税別）

B5 変型判
1,600 円（税別）

レーズ集です。レシー
トの読み方や温泉の入
り方など、日本滞在で
役に立つ情報も満載！

株式会社アスク出版 〒162-8558 東京都新宿区下宮比町 2-6
アスクブックス http://www.ask-books.com/

TEL：03-3267-6864

FAX：03-3267-6867

広告

来日直後の初級～初中級学習者向け日本事情教材『日本総論Ⅰ』

［監修］篠﨑

大司

日本総論Ⅰ

－日常生活と日本の輪郭－

英語版（第３版）/ 繁体字版（第２版）
簡体字版（第２版）/ 韓国語版（第２版）
教師用指導書（第２版）
サイズ
価 格

Ｂ５
英語版 1,080 円（税込）
その他各国語版 1,575 円（税込）
教師用指導書 1,080 円（税込）
日本語レベル 初級～初中級
学習期間 21 時間～ 30 時間程度
■内容構成
日常生活編

日本の輪郭編

第１課
第２課
第３課
第４課
第５課
第６課
復習Ａ

第７課
第８課
第９課
第10課
第11課
第12課
復習Ｂ

新しい生活
家の回り
安全管理
家
食事
アルバイト

国土
ライフサイクル
文化
制度
経済と産業
歴史

来日直後の外国人向け日本事情教材
日本に関する最重要情報を凝縮、外国人学習者との活発なインタラクション
を実現する。日本での生活へのソフトランディングを促し、短期間に日本の全体
像を俯瞰する！初級から使え、来日直後のすべての学習者（留学生、技能実習生、
ビジネスマン、生活者など）に対応。
広告

■「日本事情の教え方がわからない。」という先生方に使っていただきたい教材です。

「日本事情は教え方がわからない。授業の準備が追いつかない…！」というあなたへ。
「明日の授業ですぐに使える、視覚効果の高い教材はないか。」……と、悩んでいませんか。
日本事情の授業をより活発で、中身の濃いものにするために！！
来日直後の外国人に対する日本事情教育にお悩みの方へ日本事情教材『日本総論Ⅰ－
日常生活と日本の輪郭－」をご提供します。

日本語教師篠﨑大司研究室の公式ホームページ http://www.kanjifumi.jp/
〒 874-0022 大分県別府市亀川東町４番 20 号
TEL.0977-66-3676 FAX.0977-27-6088
E-mail : books@co-creates.co.jp

刊行の教材

年少者の漢字学習を体系化したシリーズ全 21 巻

かんじ だいすき

～日本語をまなぶ世界の子どものために

日本の小学校の学年配当漢字が無理なく楽しく学べる

（二）
（三）（四）（五）（六）
「かんじ だいすき」（一）
(一) 80字

(二) 160字

(B5判1,200円+税)

(三) 200字

(B5判1,500円+税)

(四) 200字

(B5判1,600円+税)

(五) 185字

(B5判 2,000円+税)

(六) 181字

(B5判 2,000円+税)

(B5判 2,000円+税)

上記本冊準拠の補助教材も好評です。
「漢字カード・絵カード」（B5 判

一頁４分割 （一）2,000 円＋税 ／（二）～（六）各 2,800 円＋税）

「別冊英語訳」「別冊ポルトガル語訳」（四）
（五）
（六）（B5 判、各 500 円＋税）
〈中学に向けて〉日本語をまなぶ世界の子どものために

けっこんしき

関口明子 ／ 高石久美子 ／ 蓼沼のり子 ／ 金 早苗

あね

りっぽうたい

ちょくほ う た い

立方体

直方体

時間＝道のり÷速さ
定価

2,100円（本体価格2,000円）

練

えんすい

円錐

＜中学に向けて＞日本語をまなぶ世界の子どものために

習

帳

＜中学に向けて＞日本語をまなぶ世界の子どものために

～国語・算数編～

かんじ だいすき

〜社会・理科編〜

関口明子 ／ 高石久美子 ／ 蓼沼のり子 ／ 金 早苗

関口明子 ／ 高石久美子 ／ 蓼沼のり子 ／ 金 早苗

〜国語・算数編〜
公益社団法人 国 際 日 本 語 普 及 協 会 著

「練習帳＜中学に向けて＞ かんじ だいすき ～社会・理科編」

姉は結婚式に
き
純白のドレスを着ました。

「＜中学に向けて＞ かんじ だいすき ～社会・理科編」

〈中学に向けて〉日本語をまなぶ世界の子どものために

くち

「＜中学に向けて＞ かんじ だいすき ～国語・算数編」

〜国語・算数編〜

かばは体も口も
おお
大きいです。

小学校の1,006字を土台に教科学習の基礎をつくる

(B5判2,000円+税)

ひし形の面積

たいかくせん

たいかくせん

対角線×対角線÷2
お

せん

折れ線グラフ

割合＝比べる量÷もとにする量

(B5判2,000円+税)

(A4判1,500円+税)

働く現場の日本語が短期間に体得できる

あたらしい じっせんにほんご

技能実習編

本冊

(B5判、1,800円+税)

中国語

ベトナム語

インドネシア語

広告

別冊各国語版

・ 本冊巻末にはフルカラーの「絵入り分類語彙表」があります。
・ 当協会HPより各課の指導用絵カードが無料でダウンロードできる
ようになりました。

英語

下記の補助教材も揃っています。
れんしゅうちょう (B5判、1,500円+税)
かなワークブック (B5判、500円+税)
文法入門中国語版 (B5判、500円+税)
(各B5判、各1,500円+税)

〈お問い合せ先〉●
公益社団法人

国際日本語普及協会 http://www.ajalt.org

ホームページからもご注文いただけます。

( 新刊）

改訂新実用日本語

ひらがな・カタカナ練習帳

スマホやタブレットなどを
使い、AR( 拡張現実）を利用
して書き順などを学べます。
全く新しい発想で編集された
「ひらがな / カタカナ練習帳」
(2016 年 9 月発売）
ひらがなとカタカナは、約７
割が同じ漢字からできていま
広告

す。その特性をとらえ、ひら
がなとカタカナを同時に教え
る教材です。

学校法人
江副学園

新宿日本語学校

〒 169-0075

東京都新宿区高田馬場 2-9-7

電話 +81(0)3-5273-0044

広告

教えやすい 学びやすい

文法

日本語能力試験全レベルに対応した
初級から上級までの一貫シリーズ

「学ぼう！にほんご」シリーズ

●初級１（日本語能力試験 N5 相当）

教科書
1,500 円
聴解 CD
1,800 円
練習問題集
900 円
教師用マニュアル 2,000 円
学生用マニュアル
英語版・繁体字版 各 810 円
簡体字版・韓国語版 各 850 円

フラッシュカード 3,500 円
漢字練習帳
1,400 円
聴解練習問題集
900 円
聴解練習問題集 CD 2,800 円
中間・修了テスト CD18,000 円

教科書
1,500 円
聴解 CD
1,800 円
練習問題集
900 円
教師用マニュアル 2,000 円
学生用マニュアル
英語版・繁体字版 各 810 円
簡体字版・韓国語版 各 850 円

作文練習帳
900 円
漢字練習帳
1,400 円
聴解練習問題集
900 円
聴解練習問題集 CD 2,800 円

●初級２（日本語能力試験 N4 相当）

●初中級（日本語能力試験 N3 相当）

1,700 円

教科書
聴解 CD
練習問題集

1,800 円
2,300 円
900 円

漢字練習帳

教科書
聴解 CD
練習問題集

1,800 円
2,300 円
1,200 円

漢字練習帳

教科書
聞く練習 CD

1,800 円
1,800 円

練習問題集
漢字練習帳

1,400 円
1,700 円

教科書
聞く練習 CD

1,800 円
1,800 円

練習問題集
漢字練習帳

1,400 円
1,700 円

●中 級（日本語能力試験 N2 相当）

●中上級（日本語能力試験 N1 相当）

●上 級（日本語能力試験 N1 相当）

1,700 円

初級に入る前のウォーミングアップに最適
数週間〜 1 ヶ月の短期コースにもちょうどいい

「にほんご 45 じかん」シリーズ

広告

にほんご 45 じかん
にほんご 45 じかん れんしゅうちょう
にほんご 45 じかん 解説と翻訳
にほんご つぎの 45 じかん
にほんご つぎの 45 じかん れんしゅうちょう
にほんご つぎの 45 じかん 解説と翻訳

文字・語彙

1,300 円
1,400 円
1,800 円
1,400 円
1,600 円
2,200 円

かなマスター ひらがな・カタカナ練習帳
1,500 円
重要 2000 語基本用例集 1,600 円
品詞別・Ａ〜Ｄレベル別 改訂１万語語彙分類集
9,334 円
語彙別 漢字基準表
9,334 円

日本語能力試験 3・4 級対策

SENMON KYOUIKU
専門教育出版

www.aikgroup.co.jp/senmon

日本語教材のご案内
実践日本語シリーズ
擬声語・擬態語（初・中級）

1,300 円

擬声語・擬態語（上級）

1,300 円

副詞（初・中級）1,400 円
副詞（上級）
1,200 円
動詞（初・中級）1,300 円
動詞（上級）
1,300 円
慣用句（初・中級）
1,500 円
慣用句（上級） 1,500 円

助詞（初・中級）1,500 円
助詞（上級）
1,400 円
名詞（初・中級）1,300 円
名詞（上級）
1,400 円
接続詞
1,300 円
助動詞（初・中級）
1,400 円
助動詞（上級） 1,400 円
形容詞（初・中級）
1,500 円
形容詞（上級） 1,400 円
敬語（初・中・上級）
1,300 円

日常生活の分野別 日本語表現便利帳

豊富な文例つき 分野別・日本語の慣用表現

「あいうえお」でひく 日本語の重要表現文型

読解

1,800 円
2,300 円
2,600 円

読解
長文総合問題集Ａ 日本語学力テストレベルＡ対策用
長文総合問題集Ｂ 日本語学力テストレベルＢ対策用
長文総合問題集Ｃ 日本語学力テストレベルＣ対策用
実例で学ぶ 日本語新聞の読み方

1,600 円
1,600 円
1,600 円
1,600 円
1,700 円

総合表記練習

1,400 円

めざせ高得点！ 日本留学試験

作文

楽しみながら練習するローマ字・カタカナ・ひらがな・漢字

絵入り日本語作文入門
1,600 円
日本語作文Ⅰー身近なトピックによる表現練習ー
1,600 円
日本語作文Ⅱー中級後期から上級までの作文と論文作法ー 1,800 円

日本語能力試験対策問題集

日本語実力養成問題集 日本語能力試験１級対策用
日本語実力養成問題集 日本語能力試験２級対策用

1,400 円
1,400 円

大学合格 小論文
日本語表現とビジネスマナー 日本でビジネス

1,400 円
1,100 円

進学・入試・就職

外国人学生のための

平成 25 年度 全国大学・大学院 留学生特別入試問題集 [CD-ROM]
第１分冊 日本語・小論文編
3,500 円
第２分冊 英語・数学・社会・理科・実技（美術・音楽・書道など）
・面接編

3,500 円

平成 26 年度 全国大学・大学院 留学生特別入試問題集 [CD-ROM]
第１分冊 日本語・小論文編
3,500 円
第２分冊 英語・数学・社会・理科・実技（美術・音楽・書道など）
・面接編

3,500 円

※ 12 年度〜 23 年度版の第 1 分冊、第 2 分冊の在庫はお問い合わせ
ください。

（このページの価格はすべて税抜価格となっています。
）

【商品のご注文方法】
「商品名」
「冊数」
「送り先のご住所と宛名」
「ご担当者のお名前と電話番号」をご明記
の上、FAX または電子メールでご注文ください。
【ご注文・お問い合わせ先】〒 161-0033 東京都新宿区下落合 2-14-1 CAD ビル５F 株式会社専門教育出版
TEL 03-3565-3071 FAX 03-3565-3441 Email senmon@aikgroup.co.jp

2014.6
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日本語教育専門書店
日本語教育専門書店

凡人社に
行ってみよう！
！

● 日本語の教科書、指導者向け参考書、専門書、
教具まで日本語教育に関する書籍を豊富に取り
揃えています。
● 店頭には常に日本語教師経験のあるスタッフや編
集部スタッフがいます。お客様の教材選びをお手
伝いしますので、お気軽にご相談ください。
● 日本語教師のためのセミナー等、イベント情報
や求人情報等を掲示しています。
● スタッフがさまざまなテーマごとにおすすめの
書籍を紹介するコーナー（フェア）がありま
す。お客様と本との出会いをアレンジします。
★ ご来店の際、学生証、受講証をご提示ください。
ご優待サービスがございます。

新宿通り

凡人社 麹町店
半蔵門線
半蔵門駅
１番出口

東京ＦＭ通り
サークル K
サンクス

東京メトロ 半蔵門線 半蔵門駅 ①番出口より徒歩３分
東京メトロ 有楽町線 麹町駅①番出口より徒歩３分
JR／東京メトロ丸の内線 四ッ谷駅（麹町口）
より徒歩13分

営業時間 月～土曜日
10：00～17：00
〒102-0093
東京都千代田区平河町1-3-13
ヒューリック平河町ビル８F
TEL：03-3239-8673
FAX：03-3238-9125
E-mail: kojimachiten@bonjinsha.co.jp
http://www.bonjinsha.com/

広告

有楽町線
麹町駅
１番出口

広告

