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No. 書籍名 著者名 出版社

1 BASIC KANJI BOOK VOL.1 基本漢字500 加納 千恵子・清水 百合・ 竹中 弘子・ 石井 恵理子 凡人社

2 BASIC KANJI BOOK VOL.2 基本漢字500 加納 千恵子・清水 百合・ 竹中 弘子・ 石井 恵理子 凡人社

3 INTERMEDIATE KANJI BOOK VOL.1 漢字1000PLUS 加納 千恵子・清水 百合・ 竹中 弘子・ 石井 恵理子 凡人社

4 INTERMEDIATE KANJI BOOK VOL.2 漢字1000PLUS
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

凡人社

5 Kanji in Context - 中・上級者のための漢字と語彙（Reference book) 西口光一・河野玉姫 ジャパンタイムズ

6 Kanji in Context - 中・上級者のための漢字と語彙（Workbook Vol.1) 西口光一・河野玉姫 ジャパンタイムズ

7 Kanji in Context - 中・上級者のための漢字と語彙（Workbook Vol.2) 西口光一・河野玉姫 ジャパンタイムズ

8 A GUIDE TO WRITING KANJI & KANA BOOK 1 Wolfgang Hadamitzky・Mark Spahn チャールズ・イー・タトル出版

9 A GUIDE TO WRITING KANJI & KANA BOOK 2 Wolfgang Hadamitzky・Mark Spahn チャールズ・イー・タトル出版

10 どんな時どう使う日本語表現文型　200 友松悦子 他 アルク

11 どんな時どう使う日本語表現文型　500 友松悦子 他 アルク

12 どんな時どう使う日本語表現文型　500　短文完成練習帳 友松悦子 他 アルク

13 どんな時どう使う日本語表現文型辞典 友松悦子 他 アルク

14 絵でわかる　ぎおんごぎたいご 阿久津智 アルク

15 にほんご敬語トレーニング 金子広幸 アルク

16 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 アルク

17 漢字語彙が弱いあなたへ 足立章子・黒﨑典子・中山由佳 凡人社

18 なめらか日本語会話 富阪容子 アルク

19 ESSENTIAL JAPANESE KANJI 日常生活の漢字 250　 1　　Volume 1 東京大学大学院 漢字教材グループ チャールズ・イー・タトル出版

20 ESSENTIAL JAPANESE KANJI 日常生活の漢字 250　 2　　Volume 2 東京大学大学院 漢字教材グループ チャールズ・イー・タトル出版

21 テーマ別中級から学ぶ日本語[改訂版] 松田浩志 他 研究社

22 テーマ別中級から学ぶ日本語[改訂版]　CD 松田浩志 他 研究社

23 テーマ別中級から学ぶ日本語[改訂版]　ワークブック 松田浩志 他 研究社

24 テーマ別中級から学ぶ日本語[改訂版]　ワークブック用CD 松田浩志 他 研究社

25 ニューアプローチ中級日本語[基礎編]改訂版　練習帳 小柳昇・岩井理子・金根熙・中村かおり 語文研究社

26 ニューアプローチ中級日本語[基礎編]改訂版　聞き取り練習問題　CD１枚付 岩井理子・中村かおり・伊藤江美・福島佐知・板井美佐 語文研究社

27 ニューアプローチ中上級日本語[完成編]　聞き取り練習CD 小柳昇 語文研究社

28 中級へ行こう　日本語の文型と表現５９ 平井悦子・三輪さち子 スリーエーネットワーク

29 中級を学ぼう　日本語の文法と表現５６　中級前期 平井悦子・三輪さち子 スリーエーネットワーク

30 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 スリーエーネットワーク

31 日本への招待[第二版][CD3枚付セット] 近藤 安月子・丸山 千歌 東京大学出版会

32 文化へのまなざし[CD2枚付セット] 近藤 安月子・丸山 千歌 東京大学出版会

33 留学生と日本人学生のためのレポート・論文表現ハンドブック 二通 信子・大島 弥生・佐藤 勢紀子・因 京子・山本 富美子 東京大学出版会

34 日本企業への就職　ビジネスマナーと基本のことば 海老原恭子・岩澤みどり・寺田則子・小柴宏邦・蔡忠 アスク出版

35 日本語ビジネス文書マニュアル 奥村真希・安河内貴子 アスク出版
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No. 書籍名 著者名 出版社

36 ビジネス日本語用例辞典 JALアカデミー アスク出版

37 わかるビジネス日本語 島田めぐみ・澁川晶・小川茂夫 アスク出版

38 新ビジネスマン物語 江副隆愛 新宿日本語学校

39 大学・大学院留学生の日本語①読解編 アカデミック・ジャパニーズ研究会 アルク

40 大学・大学院留学生の日本語②作文編 アカデミック・ジャパニーズ研究会 アルク

41 大学・大学院留学生の日本語③論文読解編 アカデミック・ジャパニーズ研究会 アルク

42 大学・大学院留学生の日本語④論文作成編 アカデミック・ジャパニーズ研究会 アルク

43 大学・大学院留学生の日本語⑤漢字・語彙編 稲村真理子・アカデミック・ジャパニーズ研究会 アルク

44 大学で学ぶためのアカデミック・ジャパニーズ 佐々木瑞江・村澤慶昭 ジャパンタイムズ

45 大学で学ぶための日本語ライティング 佐々木瑞江・細井和代 ジャパンタイムズ

46 アカデミック・スキルを身につける聴解・発表ワークブック 犬飼康弘 スリーエーネットワーク

47 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 スリーエーネットワーク

48 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 スリーエーネットワーク

49 留学生のための時代を読み解く上級日本語 宮崎　彬 スリーエーネットワーク

50 留学生のための論理的な文章の書き方[改訂版] 二通信子・佐藤不二子 スリーエーネットワーク

51 アカデミックプレゼンテーション入門 深澤のぞみ・三浦香苗 ひつじ書房

52 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 野澤和世・石川和美・岩下恵子・柳本新二・末松和子 凡人社

53 実践　研究計画作成法 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 凡人社

54 日本語基本文法辞典 牧野成一・筒井通雄 ジャパンタイムズ

55 日本語文法辞典[中級編] 牧野成一・筒井通雄 ジャパンタイムズ

56 日本語文法辞典[上級編] 牧野成一・筒井通雄 ジャパンタイムズ

57 中級日本語文法要点整理ポイント20 和栗雅子・友松悦子 スリーエーネットワーク

58 初級から中級への橋渡しシリーズ②文法が弱いあなたへ 足立 章子・金田 智子・鈴木 有香・武田 聡子 凡人社

59 日本語中級読解入門 富岡純子・島恭子 アルク

60 日本語中級読解　新版 日本語教育・教師協会(Jaltta) アルク

61 日本語上級読解 柿倉侑子・鈴木理子・三上京子・山形美保子 アルク

62 日本文化を読む 財団法人 京都日本語教育センター アルク

63 初級から中級への橋渡しシリーズ④読解をはじめるあなたへ 日本語教育研究所 凡人社

64 一日10分の発音練習 河野俊之・築地伸美・松崎寛・串田真知子  くろしお出版

65 聞いて覚える話し方　日本語生中継　中・上級編 椙本総子・宮谷敦美 くろしお出版

66 日本語の発音教室 田中 真一・窪薗 晴夫 くろしお出版

67 コミュニケーションのための日本語発音レッスン 戸田貴子 スリーエーネットワーク

68 上級の力をつける聴解ストラテジー[第2版] 上 川口さち子・桐生新子・杉村和枝・根本牧・原田明子 凡人社

69 上級の力をつける聴解ストラテジー[第2版] 下

70 初級から中級への橋渡しシリーズ③聴解が弱いあなたへ 日本語教育研究所 凡人社

71 わくわく文法リスニング９９（新装版） 小林典子・フォード丹羽順子・高橋純子・藤本泉・三宅和子 凡人社

72 ピアで学ぶ大学生の日本語表現 大島弥生・池田玲子 ひつじ書房



No. 書籍名 著者名 出版社

73 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 第三書房

74 日本語を書くトレーニング 野田尚史・森口稔 ひつじ書房

75 初級からの日本語スピーチ 国際交流基金関西国際センター 凡人社

76 日本語を話すトレーニング 野田尚史・森口稔 ひつじ書房

77 日本語上級話者への道　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 スリーエーネットワーク

78 日本語超級話者へのかけはし　きちんと伝える技術と表現 荻原稚佳子・齊藤眞理子・伊藤とく美 スリーエーネットワーク

79 コロケーションで増やす表現　ほんきの日本語vol.1 小野正樹・小林典子・長谷川守寿 くろしお出版

80 きたえよう漢字力　　上級へつなげる基礎漢字800 石川智・近藤純子  くろしお出版

81 漢字はむずかしくない 武部良明 アルク

82 日本語総まとめ　N1語彙 佐々木仁子・松本紀子 アスク出版

83 日本語総まとめ　N1文法 佐々木仁子・松本紀子 アスク出版

84 日本語総まとめ　N1漢字 佐々木仁子・松本紀子 アスク出版

85 日本語総まとめ　N2語彙 佐々木仁子・松本紀子 アスク出版

86 日本語総まとめ　N2文法 佐々木仁子・松本紀子 アスク出版

87 日本語総まとめ　N2漢字 佐々木仁子・松本紀子 アスク出版

88 日本語総まとめ　N3語彙 佐々木仁子・松本紀子 アスク出版

89 日本語総まとめ　N3文法 佐々木仁子・松本紀子 アスク出版

90 日本語総まとめ　N3漢字 佐々木仁子・松本紀子 アスク出版

91 パターン別日本語能力試験N1　徹底ドリル 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 アルク

92 パターン別日本語能力試験N2　徹底ドリル 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 アルク

93 短期マスター日本語能力試験ドリルN1 凡人社編集部 凡人社

94 短期マスター日本語能力試験ドリルN2 凡人社編集部 凡人社

95 短期マスター日本語能力試験ドリルN3 凡人社編集部 凡人社

96 新日本語能力試験　完全攻略ガイド アルク日本語書籍編集部 アルク

97 新しい「日本語能力試験」ガイドブック概要版と問題例集N1,N2,N3編 国際交流基金・日本国際教育支援協会凡人社

98 日本語の慣用表現辞典 森田良行 東京堂出版

99 日本語の類義表現辞典 森田良行 東京堂出版

100 暮らしのことば　新　語源辞典 山口佳紀 講談社

101 日本語基本動詞用法辞典 小泉保・船城道雄・本田儿治・仁田義雄・塚本秀樹 大修館書店

102 現代形容詞用法辞典 飛田良文・浅田秀子 東京堂出版

103 現代副詞用法辞典 飛田良文・浅田秀子 東京堂出版

104 暮らしのことば　擬音・擬態語辞典 山口仲美 講談社

105 BEGINNING JAPANESE
Michel.L・Kluemper,LisaBerkson・
NathanPatton・NobukoPatton

チャールズイータトル出版

106 にほんご４５じかん 沢村三恵子・下田伸子 専門教育出版

107 にほんご４５じかん　解説と翻訳 沢村三恵子・下田伸子 専門教育出版

108 にほんご４５じかん　れんしゅうちょう 沢村三恵子・下田伸子 専門教育出版

109 にほんごつぎの４５じかん 沢村三恵子・下田伸子 専門教育出版
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110 にほんごつぎの４５じかん　解説と翻訳 沢村三恵子・下田伸子 専門教育出版

111 にほんごつぎの４５じかん　れんしゅうちょう 沢村三恵子・下田伸子 専門教育出版

112 初級日本語　げんきⅠ 坂野永理・池田庸子・大野裕・品川恭子・渡嘉敷恭子 ジャパンタイムズ

113 初級日本語　げんきⅠ　スチューデントCDセット 坂野永理・大野裕・坂野庸子・品川恭子 ジャパンタイムズ

114 初級日本語　げんきⅠ　ワークブック 坂野永理・池田庸子・大野裕・品川恭子・渡嘉敷恭子 ジャパンタイムズ

115 初級日本語　げんきⅡ 坂野永理・池田庸子・大野裕・品川恭子・渡嘉敷恭子 ジャパンタイムズ

116 初級日本語　げんきⅡ　スチューデントCDセット 坂野永理・大野裕・坂野庸子・品川恭子・渡嘉敷恭子 ジャパンタイムズ

117 初級日本語　げんきⅡ　ワークブック 坂野永理・池田庸子・大野裕・品川恭子・渡嘉敷恭子 ジャパンタイムズ

118 みんなの日本語初級Ⅰ本冊 株式会社スリーエーネットワーク スリーエーネットワーク

119 みんなの日本語初級Ⅰ本冊ローマ字版 株式会社スリーエーネットワーク スリーエーネットワーク

120 みんなの日本語初級Ⅰ翻訳・文法解説　英語版 株式会社スリーエーネットワーク スリーエーネットワーク

121 みんなの日本語初級Ⅱ本冊 株式会社スリーエーネットワーク スリーエーネットワーク

122 みんなの日本語初級Ⅱ翻訳・文法解説　英語版 株式会社スリーエーネットワーク スリーエーネットワーク

123 みんなの日本語中級Ⅰ 株式会社スリーエーネットワーク スリーエーネットワーク

124 みんなの日本語中級Ⅰ　翻訳・文法解説　英語版 株式会社スリーエーネットワーク スリーエーネットワーク

125 文化中級日本語Ⅰ　第2版 文化外国語専門学校 凡人社

126 日本語中級J301　英語版 土岐哲・関正昭・平高史也・新内康子・鶴尾能子 スリーエーネットワーク

127 日本語中級J301　CD７４分×１ 土岐哲・関正昭・平高史也・新内康子・鶴尾能子 スリーエーネットワーク

128 日本語中級J501　英語版（改訂版） 土岐哲・関正昭・平高史也・新内康子・石沢弘子 スリーエーネットワーク

129 日本語中級J501　CD７４分×１ 土岐哲・関正昭・平高史也・新内康子・石沢弘子 スリーエーネットワーク

130 改訂版トピックによる日本語総合演習　中級前期 佐々木薫・赤木浩文・安藤節子・草野宗子・田口典子 スリーエーネットワーク

131 改訂版トピックによる日本語総合演習　中級後期 安藤節子・佐々木薫・赤木浩文・田口典子・鈴木孝恵 スリーエーネットワーク

132 改訂版トピックによる日本語総合演習　上級 安藤節子・佐々木薫・赤木浩文・坂本まりこ・田口典子 スリーエーネットワーク

133 トピックによる日本語総合演習　上級用資料集　第4版 佐々木薫・赤木浩文・草野宗子・坂本まり子 スリーエーネットワーク

134 新装版日本語集中トレーニング 星野恵子・遠藤藍子 アルク

135 ニューアプローチ中級日本語[基礎編]改訂版 小柳昇 語文研究社

136 ニューアプローチ中上級日本語[完成編] 小柳昇 語文研究社

137 文化中級日本語Ⅱ　 文化外国語専門学校 凡人社

138 テーマ別上級で学ぶ日本語[改訂版] 松田浩志 他 研究社

139 テーマ別上級で学ぶ日本語[改訂版]CD KENKYUSHA 研究社

140 テーマ別上級で学ぶ日本語[改訂版]ワークブック 松田浩志 他 研究社

141 テーマ別上級で学ぶ日本語[改訂版]ワークブック用CD KENKYUSHA 研究社

142 J.Bridge 新装版 小山悟 凡人社

143 J.Bridge for Beginneres Vol.1 小山悟 凡人社

144 J.Bridge for Beginneres Vol.2 小山悟 凡人社

145 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 風間書房

146 パソコン活用による日本語コミュニケーション実践ノート 三村善美・牛島倫子・石井典子・岡田小夜子・今井克佳 風間書房
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147 日本語口頭発表と討論の技術 東海大学留学生教育センター　口頭発表教材研究会 東海大学出版会

148 国境を越えて[本文編]改訂版 山本　富美子 新曜社

149 国境を越えて[タスク編] 山本　富美子 新曜社

150 国境を越えて[語彙・文法編] 山本　富美子 新曜社

151 新装版Basic Japanese for Students はかせ１ 山崎佳子・土井みつる スリーエーネットワーク

152 新装版Basic　Japanese for Studentsはかせ２ 山崎佳子・土井みつる スリーエーネットワーク

153 大学生と留学生のための論文ワークブック 浜田麻里・平尾得子・由井紀久子 くろしお出版

154 研究発表の方法 斉山弥生・沖田弓子 凡人社

155 超級表現＋使える名句 松本節子・佐久間良子・植木香 ユニコム

156 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 アルク

157 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 アルク

158 合格できる日本語能力試験N3 浅倉美波・井江ミサ子・山本京子 アルク

159 パターン別日本語能力試験N3徹底ドリル 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 アルク

160 パターン別日本語能力試験N4徹底ドリル 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 アルク

161 短期マスター日本語能力試験ドリル　N4 青山美佳・青山未来・内桶正子・斉藤祐美・徳島陽子 凡人社

162 短期マスター日本語能力試験ドリル　N5 青山未来・伊藤麻友子・武田聡子・藤本かおる・前坊香菜子 凡人社

163 N5　読む（文字・語彙・文法） 星野恵子・松本節子 ユニコム

164 聞いて覚える話し方　日本語生中継　初中級編１ ボイクマン聡子・宮谷敦美・小室リー郁子 くろしお出版

165 聞いて覚える話し方　日本語生中継　初中級編２ ボイクマン聡子・宮谷敦美・小室リー郁子 くろしお出版

166 新・毎日の聞き取り50日　上 宮城幸枝・太田淑子・柴田正子・牧野恵子・三井昭子 凡人社

167 新・毎日の聞き取り50日　下 宮城幸枝・太田淑子・柴田正子・牧野恵子・三井昭子 凡人社

168 毎日の聞き取り　plus４０　上 宮城幸枝・三井昭子・牧野恵子・柴田正子・太田淑子 凡人社

169 毎日の聞き取り　plus４０　下 宮城幸枝・三井昭子・牧野恵子・柴田正子・太田淑子 凡人社

170 ストーリーで覚える漢字３００　英語・インドネシア語　その他 ボイクマン聡子・渡辺陽子・倉持和菜 くろしお出版

171 ストーリーで覚える漢字Ⅱ３０１－５００　 ボイクマン聡子・渡辺陽子 くろしお出版

172 日本語文法セルフマスターシリーズ「はとが」 野田尚史 くろしお出版

173 日本語文法セルフマスターシリーズ「する・した・している」 砂川有里子 くろしお出版

174 日本語文法セルフマスターシリーズ「格助詞」 益岡隆志・田窪行則 くろしお出版

175 日本語文法セルフマスターシリーズ「指示詞」 金水敏・木村英樹・田窪行則 くろしお出版

176 日本語文法セルフマスターシリーズ「文の述べ方」 森山卓郎・安達太郎 くろしお出版

177 日本語文法セルフマスターシリーズ「条件表現」 蓮沼昭子・有田節子・前田直子 くろしお出版

178 よくわかる文章表現の技術Ⅰ　表現・表記編[新版] 石黒圭 明治書院

179 よくわかる文章表現の技術Ⅱ　文章構成編[新版] 石黒圭 明治書院

180 よくわかる文章表現の技術Ⅲ　文法編 石黒圭 明治書院

181 よくわかる文章表現の技術Ⅳ　発想編 石黒圭 明治書院

182 よくわかる文章表現の技術Ⅴ　文体編 石黒圭 明治書院

183 ビジネス日本語会話　商談・取引編 田中則昭 心弦社



No. 書籍名 著者名 出版社

184 新装版　ビジネスのための日本語 米田隆介・藤井和子・重野美枝・池田広子・ スリーエーネットワーク

185 BJTビジネス日本語能力テスト　スコアアップ模擬テスト 堀井恵子・鈴木洋子・村野節子・村沢慶昭 アルク

186 ゼロからの統計学 竹田茂夫・藤木清 くろしお出版

187 知のナヴィゲーター 中澤務・森貴史・木村康哲 くろしお出版

188 知のワークブック 竹田茂夫・藤木清 くろしお出版

189 知へのステップ　第3版 学習技術研究会 くろしお出版

190 プラクティカル・プレゼンテーション 上村和美・内田充美 くろしお出版

191 レポート・論文・プレゼンスキルズ 石坂春秋 くろしお出版

192 論文を書くためのWord利用法 上山あゆみ くろしお出版

193 アカデミック・スキルズ 佐藤望・湯川武・横山千晶・近藤明彦 慶応義塾大学出版会

194 新装版　季節で学ぶ日本語 石塚京子・市瀬俊介・寺田和子・堀越和男・増井世紀子・村澤昭 アルク

195 マンガで学ぶ日本語会話術 金子史朗・黒川美紀子・深田みのり・宮下智子 アルク

196 マンガで学ぶ日本語表現と日本文化 創作集団　にほんご アルク

197 敬語コミュニケーション 金東奎・吉川香緒子・高木美嘉・宇都宮陽子 朝倉書店

198 敬語表現ハンドブック 蒲谷宏・金東奎・高木美嘉 大修館書店

199 改訂新版　新聞で学ぶ日本語 水谷修・水谷信子 ジャパンタイムズ

200 からだことば辞典 東郷吉男・上野信太郎・上村和美 東京堂出版

201 日本語慣用句辞典 米川明彦・大谷伊都子 東京堂出版

202 反対語対照語辞典 北原保雄・東郷吉男 東京堂出版

203 類義語辞典 徳川宗賢・宮島達夫 東京堂出版

204 和語から引ける漢字熟語辞典 岩田麻里 東京堂出版

205 平成20年度　日本留学試験（第1回）試験問題　　　CD付 日本学生支援機構 桐原書店

206 平成20年度　日本留学試験（第2回）試験問題　　　CD付 日本学生支援機構 桐原書店

207 平成22年度　日本留学試験（第1回）試験問題　　　CD付 日本学生支援機構 桐原書店

208 BJTビジネス日本語能力テスト　公式ガイド 日本漢字能力検定協会 図書印刷

209 TRY! 日本語能力試験N1　文法から伸ばす日本語 ABK　財団法人　アジア学生文化協会 アスク出版

210 日本語でインターアクション 武田誠・徳永あかね・山田悦子 凡人社

211 日本語をかくトレーニング 野口尚史・森口稔 ひつじ書房


