
資料番号 著者 出版社 請求記号
100058619 ひとりでできる初級日本語文法の復習 　 　重野  美枝 　スリーエーネットワーク      815     /        /

100057900 ひとりでできる初級日本語文法の復習 　 　重野  美枝 　スリーエーネットワーク      815     /        /

100068188 まとまりを作る表現  : 上級 　 　庵  功雄 　スリーエーネットワーク      815     /        /

100068170 日本語文法演習 : 上級 　 　中西  久実子 　スリーエーネットワーク      815     /        /

000166520 くらべておぼえる副詞 　 　小山恵美子∥共著 　専門教育出版      815     /        /3

000134932 広がる深まる副詞(上級) 　 　小山恵美子∥共著 　専門教育出版      815     /        /4

000166538 広がる深まる副詞 　 　小山恵美子∥共著 　専門教育出版      815     /        /4

000166496 どんどん身につく動詞 　 　深谷久美子∥共著 　専門教育出版      815     /        /5

000166504 広がる表現動詞 　 　深谷久美子∥共著 　専門教育出版      815     /        /6

000134957 広がる表現動詞 　 　深谷久美子 　専門教育出版      815     /        /6

000025098 ことばをつなぐ助詞 　 　三吉礼子 　専門教育出版      815     /        /9

000166546 ことばをつなぐ助詞 　 　三吉礼子∥共著 　専門教育出版      815     /        /9

000166553 日本語マスターの鍵を握る助詞 　 　三吉礼子∥共著 　専門教育出版      815     /        /10

000166413 ことばの数（かず）ではチャンピオン名詞 　 　芦川明子∥共著 　専門教育出版      815     /        /11

000135004 ことばの数ではチャンピオン名詞 　初・中級 　芦川明子 　専門教育出版      815     /        /11

000135012 広がりふくらむ言葉の世界 　 　芦川明子 　専門教育出版      815     /        /12

000166421 広がりふくらむ言葉の世界名詞 　 　芦川明子∥共著 　専門教育出版      815     /        /12

000135020 語や文のつなぎ役接続詞 　初・中・上級 　木村尅巳 　専門教育出版      815     /        /13

000166512 語や文のつなぎ役接続詞 　 　木村尅巳∥共著 　専門教育出版      815     /        /13

000166454 話し手の判断・意識を伝える助動詞 　 　三吉礼子∥共著 　専門教育出版      815     /        /14

000166462 話し手の判断・意識を伝える助動詞 　 　三吉礼子∥共著 　専門教育出版      815     /        /14

000166470 複雑・微妙な意味を言い分ける助動詞 　 　三吉礼子∥共著 　専門教育出版      815     /        /15

000166488 複雑・微妙な意味を言い分ける助動詞 　 　三吉礼子∥共著 　専門教育出版      815     /        /15

000166439 日本語の心を伝える形容詞 　 　緑川音也∥共著 　専門教育出版      815     /        /16

000166447 日本語の心を伝える形容詞 　 　緑川音也∥共著 　専門教育出版      815     /        /16

000168401 日本語の感覚を磨く形容詞 　 　緑川音也∥共著 　専門教育出版      815     /        /17

000166561 あなたの日本語に磨きをかける敬語 　 　三吉礼子∥共著 　専門教育出版      815     /        /18

000165522 あなたの日本語に磨きをかける敬語 　 　三吉礼子∥共著 　専門教育出版      815     /        /18

000147579 文法が弱いあなたへ 　 　足立章子∥〔ほか〕著 　凡人社      815     /B       /

000010272 外国人のための助詞 　 　茅野直子∥著 　武蔵野書院      815     /C       /        

ぶんぽう

書名



資料番号 著者 出版社 請求記号書名
000022483 中級日本語：文法練習帳 　 　東京外国語大学留学生日本語教育センター∥編著　凡人社      815     /C       /        

000008938 外国人のための日本語例文・問題シリーズ 　１ 　 　荒竹出版      815     /G       /1       

000008946 外国人のための日本語例文・問題シリーズ 　２ 　 　荒竹出版      815     /G       /2       

000008953 外国人のための日本語例文・問題シリーズ 　３ 　 　荒竹出版      815     /G       /3       

000008961 外国人のための日本語例文・問題シリーズ 　４ 　 　荒竹出版      815     /G       /4       

000008979 外国人のための日本語例文・問題シリーズ 　５ 　 　荒竹出版      815     /G       /5       

000008987 外国人のための日本語例文・問題シリーズ 　６ 　 　荒竹出版      815     /G       /6       

000008995 外国人のための日本語例文・問題シリーズ 　７ 　 　荒竹出版      815     /G       /7       

000009001 外国人のための日本語例文・問題シリーズ 　８ 　 　荒竹出版      815     /G       /8       

000009019 外国人のための日本語例文・問題シリーズ 　９ 　 　荒竹出版      815     /G       /9       

000009027 外国人のための日本語例文・問題シリーズ 　１０ 　 　荒竹出版      815     /G       /10      

000009035 外国人のための日本語例文・問題シリーズ 　１１ 　 　荒竹出版      815     /G       /11      

000009050 外国人のための日本語例文・問題シリーズ 　１３ 　 　荒竹出版      815     /G       /13      

000009068 外国人のための日本語例文・問題シリーズ 　１４ 　 　荒竹出版      815     /G       /14      

000009076 外国人のための日本語例文・問題シリーズ 　１５ 　 　荒竹出版      815     /G       /15      

000009084 外国人のための日本語例文・問題シリーズ 　１６ 　 　荒竹出版      815     /G       /16      

000009092 外国人のための日本語例文・問題シリーズ 　１７ 　 　荒竹出版      815     /G       /17      

000009100 外国人のための日本語例文・問題シリーズ 　１８ 　 　荒竹出版      815     /G       /18      

000010298 日本語初歩 　 　北海道大学日本語研究会∥編 　北海道出版企画センター      815     /H       /        

000067769 基礎＊日本語の文法 　 　広瀬万里子∥〔ほか〕著 　ＴＩＪ東京日本語研修所      815     /H       /        

100026558 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 　スリーエーネットワーク      815     /H       /        

100058726 考えて、解いて、学ぶ  日本語教育の文法 　 　原沢  伊都夫 　スリーエーネットワーク      815     /H       /        

100069087 おたすけタスク 　 　石田  小百合 // 著 　くろしお出版      815     /I       /        

000169169 にほんご敬語トレーニング 　 　金子広幸∥著 　アスク      815     /K       /        

000158709 日本語を磨こう 　 　神田靖子∥編著 　古今書院      815     /K       /        

100090885 マンガで学ぶ日本語上級表現使い分け100 　 　増田  アヤ子 　アルク      815     /M       /        

100068139 基礎日本語文法教本 　 　西口  光一 　アルク      815     /N       /        

000015933 絵でマスターにほんご基本文型８５ 　 　村野良子∥著 　凡人社      815     /N       /        

100067743 基礎日本語文法教本   中国語版 　 　西口  光一 　アルク      815     /N       /        

100067727 基礎日本語文法教本  ポルトガル語版 　 　西口  光一 　アルク      815     /N       /        

100067735 基礎日本語文法教本  韓国語語版 　 　西口  光一 　アルク      815     /N       /        

100120831 場面とコミュニケーションでわかる日本語文法ハンドブック = The Complete Handbook on Japanese Grammar in Hiragana　 　中西久実子 編 　ひつじ書房      815     /N       /        



資料番号 著者 出版社 請求記号書名
000017517 日本語，  こんなときどうする？ 　 　日本語構文研究グループ 　凡人社      815     /N       /        

000013060 日本語,こんなときどうする? 　vol.2 　日本語構文研究グループ∥著 　凡人社      815     /N       /        

000012856 日本語への招待 　 　国際交流基金日本語国際センター∥〔著〕　凡人社      815     /N       /        

000025312 日本語初歩練習帳 　 　国際交流基金日本語国際センター∥〔著〕　凡人社      815     /N       /        

100122985 日本語文法ブラッシュアップトレーニング : これで、もうまちがえない!　 　仲山淳子 著 　アルク      815     /N       /        

000133934 日本語文法辞典 　中級編 　SeiichiMakino∥[著] 　The Japan Times      815     /N       /        

000017525 日本語表現文型，  中級１ 　 　筑波大学日本語教育研究会 　凡人社      815     /N       /1       

100002328 日本語文法問題集 　１（中級用） 　富阪容子∥著 　凡人社      815     /N       /1       

000017533 日本語表現文型，  中級２ 　 　筑波大学日本語教育研究会 　凡人社      815     /N       /2       

000010280 日本語文法問題集初中級用項目別 　3 　山岡千久∥著 　東京官書普及      815     /N       /3       

000134726 項目別日本語文法問題集 　初中級用4 　山岡千弘∥著 　凡人社      815     /N       /4       

000013045 日本語文法問題集 　4 　山岡千弘∥著 　東京官書普及      815     /N       /4       

000015941 文の述べ方 　 　森山卓郎 　くろしお出版      815     /N       /6       

000010215 日本語文法セルフ・マスターシリーズ 　１ 　寺村秀夫∥企画・編集 　くろしお出版      815     /N       /1       

100025485 日本語文法セルフ・マスターシリーズ 　１ 　寺村秀夫∥企画・編集 　くろしお出版      815     /N       /1       

000133579 日本語文法セルフ・マスターシリーズ 　２ 　寺村秀夫∥企画・編集 　くろしお出版      815     /N       /2       

000010223 日本語文法セルフ・マスターシリーズ 　２ 　寺村秀夫∥企画・編集 　くろしお出版      815     /N       /2       

000010249 日本語文法セルフ・マスターシリーズ 　4 　寺村秀夫∥企画  編集 　くろしお出版      815     /N       /4       

100025493 日本語文法セルフ・マスターシリーズ 　5 　沼田善子∥著 　くろしお出版      815     /N       /5       

000010256 日本語文法セルフ・マスターシリーズ 　5 　仁田義雄∥[ほか]編 　くろしお出版      815     /N       /5       

000133603 日本語文法セルフ・マスターシリーズ 　5 　沼田善子∥著 　くろしお出版      815     /N       /5       

000133611 日本語文法セルフ・マスターシリーズ 　6 　仁田義雄∥[ほか]編 　くろしお出版      815     /N       /6       

000133629 日本語文法セルフ・マスターシリーズ 　７ 　仁田義雄∥編 　くろしお出版      815     /N       /7       

000147686 表現を豊かにする副詞 　 　岡田純子∥共著 　アルク      815     /O       /        

000135079 日常生活の分野別日本語表現便利帳 　 　小笠原信之 　専門教育出版      815     /O       /        

000165506 ことがらの関係を表す表現 　 　小川誉子美∥著 　スリーエーネットワーク      815     /O       /        

000161364 話し手の気持ちを表す表現 　 　三枝令子∥著 　スリーエーネットワーク      815     /S       /        

000158949 話し手の気持ちを表す表現 　 　三枝令子∥著 　スリーエーネットワーク      815     /S       /        

100003276 学習者の発想による日本語表現文型例文集 　 　坂本正∥編著 　凡人社      815     /S       /        

000015925 文法 　 　佐治圭三∥著 　東京法令出版      815     /S       /        

100104314 文法まとめリスニング初級1 　 　佐々木薫 　スリーエーネットワーク      815     /S       /        

000022442 初級日本語 　文法練習帳 　東京外国語大学留学生日本語教育センター∥編著　凡人社      815     /S       /        



資料番号 著者 出版社 請求記号書名
000118422 どんなときどう使う日本語表現文型２００ 　 　友松悦子∥著 　アルク      815     /T       /        

100066216 どんなときどう使う日本語表現文型２００ 　 　友松  悦子∥著 　アルク      815     /T       /        

000133546 どんなときどう使う日本語表現文型５００ 　 　友松悦子∥著 　アルク      815     /T       /        

000133538 どんなときどう使う日本語表現文型５００ 　 　友松悦子∥著 　アルク      815     /T       /        

100069624 どんなときどう使う日本語表現文型辞典 　 　友松悦子 // 著 　アルク      815     /T       /        

100024686 初級日本語文法総まとめポイント２０ 　 　友松悦子∥著 　スリーエーネットワーク      815     /T       /        

000165514 初級日本語文法総まとめポイント２０ 　 　友松悦子∥著 　スリーエーネットワーク      815     /T       /        

100026574 中級日本語文法要点整理ポイント２０ 　 　友松悦子∥著 　スリーエーネットワーク      815     /T       /        

000021600 わくわく文法リスニング９９ワークシート 　 　小林典子∥〔ほか〕著 　凡人社      815     /W       /        

000067116 わくわく文法リスニング９９ワークシート 　 　小林典子∥〔ほか〕著 　凡人社      815     /W       /        


