
資料番号 著者 出版社 請求記号
100119718 日本で進学するための総合日本語 　 　陳芨  宋衡  王茜玥  鄭爽 　名校教育グループ      810     /        /

100035740 絵で学ぶ日本語入門  ミャンマー語版 　 　社団法人  国際日本語普及協会（AKALT） 　財団法人アジア福祉教育財団      810     /        /

100035716 絵で学ぶ日本語入門  カンボジア語版 　 　社団法人  国際日本語普及協会（AJALT） 　財団法人アジア福祉教育財団      810     /        /

100035732 絵で学ぶ日本語入門  中国語版 　 　社団法人  国際日本語普及協会（AKALT） 　財団法人アジア福祉教育財団      810     /        /

100035708 絵で学ぶ日本語入門  英語版 　 　社団法人  国際日本語普及協会（AJALT） 　財団法人アジア福祉教育財団      810     /        /

100035724 絵で学ぶ日本語入門  ベトナム語版 　 　社団法人  国際日本語普及協会（AJALT） 　財団法人アジア福祉教育財団      810     /        /

100035757 絵で学ぶ日本語入門  ラオス語版 　 　社団法人  国際日本語普及協会（AJALT） 　財団法人アジア福祉教育財団      810     /        /

100042548 絵で学ぶ日本語入門  中国語版 　 　社団法人  国際日本語普及協会（AJALT） 　財団法人アジア福祉教育財団      810     /        /

100042555 絵で学ぶ日本語入門  ミャンマー語版 　 　社団法人  国際日本語普及協会（AJALT） 　財団法人アジア福祉教育財団      810     /        /

100042563 絵で学ぶ日本語入門  カンボジア語版 　 　社団法人  国際日本語普及協会（AJALT） 　財団法人アジア福祉教育財団      810     /        /

100042589 絵で学ぶ日本語入門  ベトナム語版 　 　社団法人  国際日本語普及協会（AJALT） 　財団法人アジア福祉教育財団      810     /        /

100042571 絵で学ぶ日本語入門  ラオス語版 　 　社団法人  国際日本語普及協会（AJALT） 　財団法人アジア福祉教育財団      810     /        /

100042530 絵で学ぶ日本語入門  フランス語版 　 　社団法人  国際日本語普及協会（AJALT） 　財団法人アジア福祉教育財団      810     /        /

100110279 つなぐにほんご 　初級 1 　辻 和子 　アスク出版      810     /        /1

100108034 つなぐにほんご 　初級 2 　辻 和子 　アスク出版      810     /        /2

100116946 Casual Nihongo 　 　あっきー 著 　アルク      810     /A       /

000017442 文化初級日本語 　1 　文化外国語専門学校日本語科 　文化外国語専門学校      810     /B       /1

000017491 文化中級日本語：練習問題集 　1 　文化外国語専門学校日本語課程 　文化外国語専門学校      810     /B       /1

000017368 文化初級日本語 　1 　文化外国語専門学校日本語課程 　文化外国語専門学校      810     /B       /1

000012757 文化初級日本語 　1 　文化外国語専門学校日本語科 　文化外国語専門学校      810     /B       /1

000012773 文化初級日本語 　1 　文化外国語専門学校日本語科 　文化外国語専門学校      810     /B       /1

000017434 文化初級日本語 　1 　文化外国語専門学校日本語科 　文化外国語専門学校      810     /B       /1

000016162 文化中級日本語 　２ 　文化外国語専門学校日本語課程∥編 　文化外国語専門学校      810     /B       /2

000017475 文化初級日本語 　2 　文化外国語専門学校日本語科 　文化外国語専門学校      810     /B       /2

000140715 文化中級日本語 　２ 　文化外国語専門学校日本語課程∥編 　文化外国語専門学校      810     /B       /2

000017376 文化初級日本語 　2 　文化外国語専門学校∥編 　文化外国語専門学校      810     /B       /2

000012765 文化初級日本語 　2 　文化外国語専門学校日本語科 　文化外国語専門学校      810     /B       /2

000017467 文化初級日本語 　2 　文化外国語専門学校日本語科 　文化外国語専門学校      810     /B       /2

000012781 文化初級日本語 　2 　文化外国語専門学校日本語科 　文化外国語専門学校      810     /B       /2

000017509 文化中級日本語：練習問題集 　2 　文化外国語専門学校日本語課程 　文化外国語専門学校      810     /B       /2       

000017483 文化初級日本語：練習問題集 　2 　文化外国語専門学校日本語科 　文化外国語専門学校      810     /B       /2       

000165456 テーマ別  中級から学ぶ日本語 　 　松田浩志 ほか ∥ 著 　研究社      810     /C       /        

100007947 テーマ別  中級から学ぶ日本語 　 　松田浩志  ほか ∥ 著 　研究社      810     /C       /        

000165175 テーマ別  中級から学ぶ日本語 　 　松田浩志 ほか ∥ 著 　研究社      810     /C       /        

書名



資料番号 著者 出版社 請求記号書名
000169813 Living Japanese 　Book 1 　コーベニ澤子∥〔ほか〕著 　くろしお出版      810     /C       /1       

100075712 できる日本語  [初級 本冊] 　初級 本冊 　できる日本語教材開発プロジェクト ∥ 著 　アルク      810     /D       /        

100060318 できる日本語  [中級 本冊] 　中級 本冊 　監修∥嶋田  和子 　アルク      810     /D       /        

100075803 できる日本語  [初中級 本冊] 　初中級 本冊 　できる日本語教材開発プロジェクト ∥ 著 　アルク      810     /D       /        

000009142 ドイツ語を話す人々のための日本語講座 　 　Ｋｏｎｒａｄ  ｖｏｎ  Ｈｅｕｄｕｃｋ∥〔ほか〕著 　同学社      810     /D       /        

100051804 日本語初級1  大地 　1 　山﨑  佳子 　スリーエーネットワーク      810     /D       /1       

100058718 日本語初級1  大地 　1 　土井  みつる 　スリーエーネットワーク      810     /D       /1       

100058635 日本語初級1  大地 　1 　山﨑  佳子 　スリーエーネットワーク      810     /D       /1       

100058650 日本語初級1  大地 　1 　山﨑  佳子 　スリーエーネットワーク      810     /D       /1       

100058627 日本語初級1  大地 　1 　山﨑  佳子 　スリーエーネットワーク      810     /D       /1       

100058700 日本語初級2  大地 　2 　土井  みつる 　スリーエーネットワーク      810     /D       /2       

100051812 日本語初級2  大地 　2 　山﨑  佳子 　スリーエーネットワーク      810     /D       /2       

100058668 日本語初級2  大地 　2 　山﨑  佳子 　スリーエーネットワーク      810     /D       /2       

100058643 日本語初級2  大地 　2 　山﨑  佳子 　スリーエーネットワーク      810     /D       /2       

100057876 日本語初級2  大地 　2 　山﨑  佳子 　スリーエーネットワーク      810     /D       /2       

100120666 私らしく暮らすための日本語ワークブック 　 　深江新太郎 著 　アルク      810     /F       /        

100122142 アクセス日本語 　 　藤田百子 著 　アルク      810     /F       /        

000168195 話そう考えよう初級日本事情 　 　福岡日本語センター「日本事情」プロジェクト∥著　スリーエーネットワーク      810     /F       /        

100002039 現代日本語初級総合講座 　 　水谷信子∥著 　アルク      810     /G       /        

000068759 現代日本語初級総合講座 　 　水谷信子∥著 　アルク      810     /G       /        

000022194 現代日本語初級総合講座 　 　水谷信子∥著 　アルク      810     /G       /        

100050046 初級日本語「げんき」 　1 　坂野  永理  ほか 　ジャパンタイムズ      810     /G       /1       

100050012 初級日本語「げんき」 　1 　坂野  永理  ほか 　ジャパンタイムズ      810     /G       /1       

100050020 初級日本語「げんき」 　2 　坂野  永理  ほか 　ジャパンタイムズ      810     /G       /2       

100050038 初級日本語「げんき」 　2 　坂野  永理  ほか 　ジャパンタイムズ      810     /G       /2       

000069385 はじめのいっぽ 　 　谷口すみ子∥〔ほか〕共著 　スリーエーネットワーク      810     /H       /        

000069393 はじめのいっぽ 　 　谷口すみ子∥〔ほか〕共著 　スリーエーネットワーク      810     /H       /        

000134361 はじめのいっぽ 　 　谷口すみ子∥〔ほか〕共著 　スリーエーネットワーク      810     /H       /        

000134379 はじめのいっぽ 　 　谷口すみ子∥〔ほか〕共著 　スリーエーネットワーク      810     /H       /        

000113126 上級日本語 　 　日暮嘉子∥著 　HBJ出版局      810     /H       /        

000165464 中級へ行こう 　 　平井悦子∥著 　スリーエーネットワーク      810     /H       /        

100093020 中級へ行こう 　 　平井  悦子 　スリーエーネットワーク      810     /H       /        

100052083 中級を学ぼう 　 　平井悦子∥著 　スリーエーネットワーク      810     /H       /        

100024710 中級を学ぼう 　 　平井悦子∥著 　スリーエーネットワーク      810     /H       /        

100058148 中級を学ぼう 　 　平井悦子∥著 　スリーエーネットワーク      810     /H       /        

100111095 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 　スリーエーネットワーク      810     /H       /        



資料番号 著者 出版社 請求記号書名
100117332 やさしい日本語のしくみ : 日本語学の基本 　 　庵功雄  日高水穂  前田直子  山田敏弘  大和シゲミ 著　くろしお出版      810     /I       /        

100113562 THE GREAT JAPANESE 30の物語 : 人物で学ぶ日本語　初中級 　石川智  米本和弘 著 　くろしお出版      810     /I       /        

100117159 知っていますか日本のこと : 学ぼう話そう日本事情 　2020年版 　JASSO日本語教育センター 編集 　JASSO日本語教育センター      810     /J       /        

100111061 やさしい日本語 　初級1 　Jリサーチ出版編集部 編 　Jリサーチ出版      810     /J       /1       

100112069 やさしい日本語 = Simple and Easy Japanese 　初級2 　Jリサーチ出版編集部 編 　Jリサーチ出版      810     /J       /2       

100113059 やさしい日本語 = Simple and Easy Japanese 　初級3 　Jリサーチ出版編集部 編 　Jリサーチ出版      810     /J       /3       

100005958 ジェイ・ブリッジ 　 　小山悟∥著 　凡人社      810     /K       /        

000155309 スペイン語圏の人のための日本語テキスト 　[入門編] 　神戸定住外国人支援センター∥編集 　神戸定住外国人支援センター      810     /K       /        

000155291 スペイン語圏の人のための日本語テキスト 　[初級編] 　神戸定住外国人支援センター∥編集 　神戸定住外国人支援センター      810     /K       /        

100119700 外国人技能実習生のための日本語 　日常生活編 　 　国際人材協力機構教材センター      810     /K       /        

000138719 在日ブラジル人のためのFM日本語教室 　入門編 = Introducao　神戸定住外国人支援センター 　神戸定住外国人支援センター      810     /K       /        

000138693 在日ブラジル人のためのFM日本語教室 　初級編 = Curo elementar　神戸定住外国人支援センター 　神戸定住外国人支援センター      810     /K       /        

000138727 在日ブラジル人のためのFM日本語教室 　入門編 = Introducao　神戸定住外国人支援センター 　神戸定住外国人支援センター      810     /K       /        

000138701 在日ブラジル人のためのFM日本語教室 　初級編 = Curo elementar　神戸定住外国人支援センター 　神戸定住外国人支援センター      810     /K       /        

100011279 生きた素材で学ぶ中級から上級への日本語 　 　鎌田修∥[ほか]著 　The Japan Times.      810     /K       /        

000169177 生きた素材で学ぶ中級から上級への日本語ワークブック　 　荒井礼子∥著 　ジャパンタイムズ      810     /K       /        

100052398 生活日本語テキスト～なでしこジャパニーズ～ 　 　NPO邦人神戸定住外国人支援センター（KFC） 　NPO邦人神戸定住外国人支援センター（KFC）     810     /K       /        

100052380 生活日本語テキスト～なでしこジャパニーズ～ 　 　NPO邦人神戸定住外国人支援センター（KFC） 　NPO邦人神戸定住外国人支援センター（KFC）     810     /K       /        

000168955 入門＊日本語 　 　久保田美子∥〔ほか〕著 　アルク      810     /K       /        

100111251 力を伸ばす練習帳 　 　亀田美保 　研究社      810     /K       /        

100052075 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 　スリーエーネットワーク      810     /K       /1       

100093046 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 　スリーエーネットワーク      810     /K       /2       

100112499 いっぽ  にほんご  さんぽ  暮らしのにほんご教室  新装版　初級2 　宿谷  和子 　スリーエーネットワーク      810     /K       /2       

100111319 いっぽ  にほんご  さんぽ  暮らしのにほんご教室 　初級3 　宿谷  和子 　スリーエーネットワーク      810     /K       /3       

000134536 日本語中級Ｊ５０１（ファイブオーワン） 　韓国語版 　土岐哲∥〔ほか〕著 　スリーエーネットワーク      810     /N       /        

000168203 日本語中級Ｊ５０１（ファイブオーワン） 　英語版 　土岐哲∥〔ほか〕著 　スリーエーネットワーク      810     /N       /        

100019967 日本語おしゃべりのたね 　 　西口 光一 ∥ 監修 　スリーエーネットワーク      810     /N       /        

100077130 日本語おしゃべりのたね 　 　西口 光一 ∥ 監修 　スリーエーネットワーク      810     /N       /        

000165472 わかって使える日本語練習問題 　 　名古屋ＹＷＣＡ教材作成グループ∥著 　スリーエーネットワーク      810     /N       /        

000166272 わかって使える日本語 　 　名古屋ＹＷＣＡ教材作成グループ∥著 　スリーエーネットワーク      810     /N       /        

000166702 日本語中級からのスキルバランスワークブック 　 　姫野昌子〔ほか〕編著 　放送大学教育振興会      810     /Ｎ      /        

100111681 NIJ A NEW APPROACH TO INTERMEDIATE JAPANESE　 　西口光一 　くろしお出版      810     /N       /        

000140475 にほんご１・２・３ 　上  練習帳 　寺内久仁子∥著 　アルク      810     /N       /1       

000140251 にほんご１・２・３ 　下　練習帳 　寺内久仁子∥著 　アルク      810     /N       /2       

000166280 学ぼう！にほんご 　初級　１ 　日本語教育教材開発委員会∥編著 　専門教育出版      810     /N       /1       



資料番号 著者 出版社 請求記号書名
000045468 長沼新現代日本語 　１ 　 　言語文化研究所      810     /N       /1       

000045476 長沼新現代日本語 　2 　 　言語文化研究所      810     /N       /2       

000045484 長沼新現代日本語 　３ 　 　言語文化研究所      810     /N       /3       

000045492 長沼新現代日本語 　４ 　 　言語文化研究所      810     /N       /4       

000015909 日本語運用力養成問題集 　1 　大塚純子∥[ほか]著 　凡人社      810     /N       /1       

000015917 日本語運用力養成問題集 　2 　大塚純子∥[ほか]著 　凡人社      810     /N       /2       

000013136 日本語運用力養成問題集，  初中級用３ 　 　大塚純子 　凡人社      810     /N       /3       

000158790 ニューアプローチ中級日本語 　基礎編 　小柳昇∥著 　日本語研究社      810     /O       /        

100092618 上級へのとびら 　 　岡  まゆみ ∥ 構成・執筆 　くろしお出版      810     /O       /        

100121292 初級日本語とびら = TOBIRA BEGINNING JAPANESE　1 　岡まゆみ  近藤純子  森祐太  奥野智子  榊原芳美  曽我部絢香  安田昌江 著　くろしお出版      810     /O       /1       

100028877 日本語5つのとびら 中級編 　 　立命館アジア太平洋大学∥編著 　凡人社      810     /R       /        

100112382 日本語５つのとびら 　初級編２ 　立命館アジア太平洋大学 　凡人      810     /R       /1       

100112374 日本語５つのとびら 　初級編１ 　立命館アジア太平洋大学 　凡人社      810     /R       /1       

100118033 ケーススタディで学ぶビジネス日本語 　中級 　千駄ケ谷日本語教育研究所 著 　スリーエーネットワーク      810     /S       /        

100104421 きょうから話せる!にほんごだいじょうぶ 　 　サンアカデミー日本語センター 　The Japan Times      810     /S       /        

000124693 にほんご４５じかん 　れんしゅうちょう　沢村三恵子 　専門教育出版      810     /S       /        

000124743 にほんご４５じかん 　 　沢村三恵子 　専門教育出版      810     /S       /        

000124719 にほんご４５じかん 　 　沢村三恵子 　専門教育出版      810     /S       /        

000124735 にほんご４５じかん 　 　沢村三恵子 　専門教育出版      810     /S       /        

000124701 にほんご４５じかん 　れんしゅうちょう　沢村三恵子 　専門教育出版      810     /S       /        

000124727 にほんご４５じかん 　 　沢村三恵子 　専門教育出版      810     /S       /        

000135038 にほんごつぎの45じかん 　 　沢村三恵子 　専門教育出版      810     /S       /        

000135061 にほんごつぎの45じかん 　 　沢村三恵子 　専門教育出版      810     /S       /        

000135046 にほんごつぎの45じかん 　 　沢村三恵子 　専門教育出版      810     /S       /        

000135053 にほんごつぎの45じかん 　 　沢村三恵子 　専門教育出版      810     /S       /        

100059773 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      810     /S       /        

000022418 初級日本語：れんしゅう 　 　東京外国語大学留学生日本語教育センター∥編著　凡人社      810     /S       /        

000067223 初級日本語：れんしゅう 　 　東京外国語大学留学生日本語教育センター∥編著　凡人社      810     /S       /        

000067611 総合日本語中級 　前期 　水谷信子∥著 　凡人社      810     /S       /        

000061564 総合日本語中級 　前期 　水谷信子∥著 　凡人社      810     /S       /        

100113497 中学生のにほんご : 外国につながりのある生徒のための日本語　Step1 　志村ゆかり 編著 　スリーエーネットワーク      810     /S       /1       

100115427 中学生のにほんご : 外国につながりのある生徒のための日本語　Step2 　志村ゆかり 編著 　スリーエーネットワーク      810     /S       /2       

100086990 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　スリーエーネットワーク      810     /S       /        

000134346 トピックによる日本語総合演習 　上級 　安藤節子∥〔ほか〕編著 　スリーエーネットワーク      810     /T       /        

100118538 トピックによる日本語総合演習 　上級 　安藤節子∥〔ほか〕編著 　スリーエーネットワーク      810     /T       /        

000134338 トピックによる日本語総合演習 　上級用資料集　佐々木薫∥〔ほか〕編 　スリーエーネットワーク      810     /T       /        

000165241 トピックによる日本語総合演習 　上級用資料集　佐々木薫∥〔ほか〕編 　スリーエーネットワーク      810     /T       /        



資料番号 著者 出版社 請求記号書名
000134320 トピックによる日本語総合演習 　中級後期 　佐々木薫∥[ほか]編著 　スリーエーネットワーク      810     /T       /        

000134312 トピックによる日本語総合演習 　中級前期 　佐々木薫∥[ほか]編著 　スリーエーネットワーク      810     /T       /        

100003425 トピックによる日本語総合演習 　中級前期 　佐々木薫∥[ほか]編著 　スリーエーネットワーク      810     /T       /        

000145987 歌から学ぶ日本語 　 　寺内弘子∥著 　アルク      810     /T       /        

000023234 解説の本 　 　岡野喜美子∥〔ほか〕著 　早稲田大学      810     /T       /        

000067397 解説の本 　 　岡野喜美子∥〔ほか〕著 　早稲田大学      810     /T       /        

100002286 読み書きの本 　 　岡野喜美子∥〔ほか〕著 　早稲田大学      810     /T       /        

000168120 日本語 　 　東京ＹＭＣＡ日本語科∥編 　白水社      810     /T       /        

100115096 Nihongo fun & easy : Survival Japanese conversation for beginners　1 　渡部由紀子  左弥寿子  緒方由希子  角谷佳奈 著　アスク出版      810     /W       /1       

100118082 Nihongo fun & easy : basic grammar for conversation　2 　渡部由紀子  左弥寿子  臼井紫瑞子 著 　アスク出版      810     /W       /2       

000009589 やさしいにほんご上級 　 　加州日本語学園協会∥編 　成美堂      810     /Y       /        

000009571 やさしいにほんご中級 　 　加州日本語学園協会∥編 　成美堂      810     /Y       /        

000015818 やさしいにほんご初級 　 　加州日本語学園協会∥編 　成美堂      810     /Y       /        

000170522 日本語で歌おう！ 　 　吉田千寿子∥著 　アスク      810     /Y       /        


