
資料番号 著者 出版社 請求記号

100104686 豊富な例文で学ぶ新中級日本語 　 　松本秀輔 　ふくろう出版      817     /        /

000012070 日本事情入門 　 　アルク日本語出版編集部∥編 　アルク      817     /A       /

000005140 日本事情入門 　 　アルク日本語出版編集部∥編 　アルク      817     /A       /

000023168 朝日新聞読者の声 　 　大浦明 　朝日カルチャーセンター      817     /A       /

000017541 ビジネス情報の見方・読み方 　 　ＫＩＴ教材開発グループ 　ＫＩＴ教材開発グループ      817     /B       /

100001957 中級からの日本語 　 　酒井和子∥〔ほか〕編集 　新典社      817     /C       /

000012385 読解 　 　三井豊子∥ほか著 　凡人社      817     /D       /

100066323 たのしい読みもの55
　初級 & 初
中級

　嶋田和子 監修 　アルク      817     /D       /

000134791 外国人のための新聞の見方・読み方 　１（用語編） 　ＫＩＴ教材開発グループ∥編 　ＫＩＴ教材開発グループ      817     /G       /1

000017566 外国人のための新聞の見方・読み方 　２（文章編） 　ＫＩＴ教材開発グループ∥編 　ＫＩＴ教材開発グループ      817     /G       /2

100097302 The great Japanese 30の物語 　中上級 　石川  智 　くろしお出版      817     /I       /

000154419 日本を知る 　 　板坂元∥著 　スリーエーネットワーク      817     /I       /

000007484 日本を知る 　 　板坂元∥著 　スリーエーネットワーク      817     /I       /

000013102 日本語テキスト問題集 　読解編 　石井恵理子∥[ほか]著 　凡人社      817     /I       /

100122167 留学生のための近代文語文入門 　 　庵功雄 著 　スリーエーネットワーク      817     /I       /

000015974 京都・大阪とその周辺 　 　 　凡人社      817     /K       /

000024612 日本語 　2 　国際学友会日本語学校 　国際学友会      817     /K       /

000024620 日本語 　2 　国際学友会日本語学校 　国際学友会      817     /K       /1

000024638 日本語 　2 　国際学友会日本語学校 　国際学友会      817     /K       /2

000133397 新聞で学ぶ日本語 　 　水谷修∥[著] 　The Japan Times      817     /M       /

000133736 日本を知ろう 　 　三浦昭∥著 　アルク      817     /M       /

000133744 日本を知ろう 　 　三浦昭∥著 　アルク      817     /M       /

000007476 日本語学習者のための日本文化史 　 　松井嘉和∥著 　凡人社      817     /M       /

000060111 日本語学習者のための日本文化史 　 　松井嘉和∥著 　凡人社      817     /M       /

000009555 日本文化エピソード 　 　三浦昭∥著 　凡人社      817     /M       /

どっかい

書名



資料番号 著者 出版社 請求記号書名

000015289 東京 　1 　日本語教育学会∥[編] 　日本語教育学会      817     /N       /        

000163873 読解をはじめるあなたへ 　 　日本語教育研究所∥編著 　凡人社      817     /N       /

000166264 読解をはじめるあなたへ 　 　日本語教育研究所∥編著 　凡人社      817     /N       /        

000161653 読解をはじめるあなたへ 　 　日本語教育研究所∥編著 　凡人社      817     /N       /        

000005132 日本で暮らす 　 　日本語ジャーナル編集部∥編 　アルク      817     /N       /        

000012088 日本で暮らす 　 　日本語ジャーナル編集部∥編 　アルク      817     /N       /        

000024307 日本語いろいろ 　 　杉田恵美子∥著 　凡人社      817     /N       /

000017624
日本語を学ぶ人たちのための日本語を楽しく読む本・初
中級

　 　小出慶一 　産能短期大学国際交流センター      817     /N       /

100002245 日本語を楽しく読む本 　中級 　産能短期大学日本語教育研究室∥編著　産能短期大学国際交流センター      817     /N       /        

100009208 日本語上級読解 　 　柿倉侑子∥[ほか]共著 　アルク      817     /N       /        

000045435 日本語中級読解 　 　日本語教育・教師協会（Ｊａｌｔｔａ）∥編　アルク      817     /N       /        

000133710 日本語中級読解入門 　 　日本語教育・教師協会∥編 　アルク      817     /N       /

000133728 日本語中級読解入門 　 　日本語教育・教師協会∥編 　アルク      817     /N       /        

000010116 日本語中級読解入門 　 　日本語教育・教師協会∥編 　アルク      817     /N       /        

000010124 日本語中級読解入門練習問題集 　 　日本語教育  教師協会∥編 　アルク      817     /N       /        

000012096 日本生活事情 　 　日本語ジャーナル編集部∥編 　アルク      817     /N       /        

100074806 レベル別日本語多読ライブラリー 　レベル0 v.1 　日本語多読研究会 ∥ 監修 　アスク出版      817     /N       /0       

100095538 レベル別日本語多読ライブラリー 　レベル0 v.2 　日本語多読研究会 ∥ 監修 　アスク出版      817     /N       /0       

100074814 レベル別日本語多読ライブラリー 　レベル1 v.1 　日本語多読研究会 ∥ 監修 　アスク出版事業部      817     /N       /1       

100074822 レベル別日本語多読ライブラリー 　レベル2 v.1 　日本語多読研究会 ∥ 監修 　アスク出版事業部      817     /N       /2       

100074830 レベル別日本語多読ライブラリー 　レベル3 v.1 　日本語多読研究会 ∥ 監修 　アスク出版事業部      817     /N       /3       

100074848 レベル別日本語多読ライブラリー 　レベル4 v.1 　日本語多読研究会 ∥ 監修 　アスク出版事業部      817     /N       /4       

100111269 話す・書くにつながる!日本語読解初中級 　 　小野恵久子 　アルク      817     /O       /        

000025791 おはなし家族 [ｶｾｯﾄﾃｰﾌﾟ] 　 　 　NHK-CTI日本語センター      817     /O       /        

100059765 読む力 　 　監修∥奥田  純子 　くろしお出版      817     /O       /        

000134775 ロールプレイで学ぶ会話 　1 　日本語教授法研究会∥[著] 　凡人社      817     /R       /1       

000017608 ロールプレイで学ぶ会話，  １ 　 　岡崎志津子 　凡人社      817     /R       /1       
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000017616 ロールプレイで学ぶ会話，  ２ 　 　岡崎志津子 　凡人社      817     /R       /2       

000134783 ロールプレイで学ぶ会話 　2 　岡崎志津子∥[ほか]著 　      817     /R       /2       

000140749 講義を聞く技術 　 　産業能率短期大学日本語教育研究室∥編　産業能率大学出版部      817     /S       /        

000012823 日本語を楽しく読む本 　中級 　産能短期大学日本語教育研究室∥編著　産能短期大学国際交流センター      817     /S       /        

000010157 日本語・長文読解の森 　 　手島安基∥著 　静雅堂      817     /T       /        

000015271 日本の地理と社会 　 　豊田豊子 　凡人社      817     /T       /        

100118512 1日10分初級からはじめる読解120 　 　辻  和子 　アスク出版      817     /T       /        

000013227 読解現代文で読む古典と民話 　 　玉村千恵子 　凡人社      817     /T       /        

000017582 楽しく読もう 　1 　文化外国語専門学校日本語糧課程　文化外国語専門学校      817     /T       /1       

000128462 楽しく読もう 　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      817     /T       /        

100086479 日本風物詩 　 　ステュウット ヴァーナム-アットキン(Stuart Varnam-Atkin)　IBCパブリッシング      817     /V       /        

000024604 タスクによる楽しい日本語のよみ 　 　山田あき子∥編 　専門教育出版      817     /Y       /        

000017640 「読み」への挑戦 　 　伊藤博子∥〔ほか〕共著 　くろしお出版      817     /Y       /        

000133454 「読み」への挑戦 　 　伊藤博子∥〔ほか〕共著 　くろしお出版      817     /Y       /        

000133447 「読み」への挑戦 　続 　伊藤博子∥[ほか]共著 　くろしお出版      817     /Y       /2       

000017657 「読み」への挑戦，  続 　 　伊藤博子 　くろしお出版      817     /Y       /2       

000013235 はじめての専門書 　 　山本一枝∥著 　凡人社      817     /Y       /        

100106632 小説ミラーさん 　 　横山悠太 　      817     /Y       /        

100115666 小説ミラーさん 　2 　横山悠太 著 　スリーエーネットワーク      817     /y       /2       


