
資料番号 著者 出版社 請求記号

100058155 にほんごで働く！ビジネス日本語30時間 　 　宮崎  道子 　スリーエーネットワーク      817.8   /        /

100067719 わたしのにほんご 　 　杉浦  千里 　くろしお出版      817.8   /        /

100058163 ロールプレイで学ぶビジネス日本語 　 　村野  節子 　スリーエーネットワーク      817.8   /        /

000175224 ビジネス日本語 　 　Shoji Azuma 　Georgetown University Press      817.8   /A       /

000025114 楽しく話そう 　 　文化外国語専門学校 　文化外国語専門学校      817.8   /B       /

100120088 マンガでマスター!ステップアップ!日本語会話 　 　Coto Japanese Academy 著 　ナツメ社      817.8   /C       /

100050269 求職会話 　 　中国帰国者様教材開発グループ 　財団法人  中国残留孤児援護基金      817.8   /C       /

100050285 話してみよう  近所の人と 　1 　中国帰国者様教材開発グループ 　財団法人  中国残留孤児援護基金      817.8   /C       /1

100050277 話してみよう  近所の人と 　2 　中国帰国者様教材開発グループ 　財団法人  中国残留孤児援護基金      817.8   /C       /2

100066489 できる日本語わたしのことばノート 　初中級 　嶋田  和子 監修 　凡人社      817.8   /D       /

100113075 そのまんまの日本語 自然な会話で学ぶ 　 　遠藤織枝 編 　ひつじ書房      817.8   /E       /

000161455 いっしょに作る活動集 　 　春原憲一郎∥監修  著 　アスク語学事業部      817.8   /H       /

100091636 できる？ できた!! くらしのにほんご 　 　公益財団法人 兵庫県国際交流協会 ∥ 編 　公益財団法人 兵庫県国際交流協会      817.8   /H       /

100091628 できる？ できた!! くらしのにほんご 　 　公益財団法人 兵庫県国際交流協会 ∥ 編 　公益財団法人 兵庫県国際交流協会      817.8   /H       /

100091602 できる？ できた!! くらしのにほんご 　スペイン語版 　公益財団法人 兵庫県国際交流協会 ∥ 編 　公益財団法人 兵庫県国際交流協会      817.8   /H       /

100091610 できる？ できた!! くらしのにほんご 　スペイン語版 　公益財団法人 兵庫県国際交流協会 ∥ 編 　公益財団法人 兵庫県国際交流協会      817.8   /H       /

100091586 できる？ できた!! くらしのにほんご 　ベトナム語版 　公益財団法人 兵庫県国際交流協会 ∥ 編 　公益財団法人 兵庫県国際交流協会      817.8   /H       /

100091560 できる？ できた!! くらしのにほんご 　英語版 　公益財団法人 兵庫県国際交流協会 ∥ 編 　公益財団法人 兵庫県国際交流協会      817.8   /H       /

100078674 できる？ できた!! くらしのにほんご 　英語版 　公益財団法人 兵庫県国際交流協会 ∥ 編 　公益財団法人 兵庫県国際交流協会      817.8   /H       /

100091578 できる？ できた!! くらしのにほんご 　中国語版 　公益財団法人 兵庫県国際交流協会 ∥ 編 　公益財団法人 兵庫県国際交流協会      817.8   /H       /

100078682 できる？ できた!! くらしのにほんご 　中国語版 　公益財団法人 兵庫県国際交流協会 ∥ 編 　公益財団法人 兵庫県国際交流協会      817.8   /H       /

100026590 新装版 季節で学ぶ日本語 　 　石塚 京子∥著 　アルク      817.8   /I       /

100079649 LIFE IN JAPAN 　 　浜野 史子, 霧生 さなえ ∥ ILL 　JTBパブリッシング      817.8   /J       /

000167510 「ジェトロビジネス日本語能力テスト」入門 　 　島田めぐみ∥［ほか］著 　アスク      817.8   /J       /

100072909 「ジェトロビジネス日本語能力テスト」入門 　 　島田  めぐみ ∥ 著 　アスク出版      817.8   /J       /

100093012 すぐに使える日本語会話超ミニフレーズ200 　 　森本智子, 高橋尚子, 松本知恵 ∥ 著 　Jリサーチ出版      817.8   /J       /

100026608 自由自在に話せる独学日本語 　1 　有馬俊子∥著 　凡人社      817.8   /J       /1

000170001 自由自在に話せる独学日本語 　2 　有馬俊子∥著 　凡人社      817.8   /J       /2

100028950 自由自在に話せる独学日本語 　3 　有馬俊子∥著 　凡人社      817.8   /J       /3

かいわ

書名
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100110089 外国人のための英語でわかる日本語日常会話 　 　栗田奈美 　ナツメ社      817.8   /K       /        

100003672 にほんごであそぼう 　５ 　北嶋千鶴子∥著 　ノースアイランド      817.8   /K       /        

100117118 外国人のための会話で学ぼう!介護の日本語 　 　国際交流&日本語支援Y 編著 　中央法規出版      817.8   /K       /        

000170340 マンガで学ぶ＊日本語会話術 　 　金子史朗∥〔ほか〕著 　アルク      817.8   /K       /        

100059799 もっと中級日本語で挑戦！  スピーチ＆ディスカッション 　 　編著∥黒崎  典子 　凡人社      817.8   /K       /        

000168310 会話に挑戦！中級前期からの日本語ロールプレイ 　 　中居順子∥［ほか］著 　スリーエーネットワーク      817.8   /K       /        

100070168 まるごと 　入門A1  りかい 　独立行政法人  国際交流基金 ∥ 編著 　三修社      817.8   /K       /A1      

100070150 まるごと 　入門A1 かつどう　独立行政法人  国際交流基金 ∥ 編著 　三修社      817.8   /K       /A1      

100076058 まるごと 　初級1A2かつどう　独立行政法人  国際交流基金 ∥ 編著 　三修社      817.8   /K       /A2      

100076066 まるごと 　初級1A2りかい 　独立行政法人  国際交流基金 ∥ 編著 　三修社      817.8   /K       /A2      

100108513 まるごと日本のことばと文化 　初級2 A2 かつどう　独立行政法人  国際交流基金 ∥ 編著 　三修社      817.8   /K       /A2      

100108505 まるごと日本のことばと文化 　初級2 A2 りかい　独立行政法人  国際交流基金 ∥ 編著 　三修社      817.8   /K       /A2      

100080704 ビジネス日本語drills 　 　松本節子, 長友恵美子, 佐久間良子 ∥ 著 　ユニコム      817.8   /M       /        

100118504 はじめて学ぶ介護の日本語生活知識とコミュニケーション 　 　三橋麻子  丸山真貴子  堀内貴子  鈴木健司 著　スリーエーネットワーク      817.8   /M      /        

100107424 はじめて学ぶ介護の日本語基本のことば 　 　三橋麻子 　スリーエーネットワーク      817.8   /M       /        

100098094 すぐに使える接客日本語会話大特訓：決まり文句700 　英語版 　水谷  信子 ∥ 監修・著 　Jリサーチ出版      817.8   /M       /        

100098102 すぐに使える接客日本語会話大特訓：決まり文句700 　中文版 　水谷  信子 ∥ 監修・著 　Jリサーチ出版      817.8   /M       /        

100090059 外国人のための英語でわかるはじめての日本語 　 　宮崎道子, 栗田奈美, 坂本舞 ∥ 著 　ナツメ社      817.8   /M       /        

100058734 人を動かす！実践ビジネス日本語会話 　 　監修∥宮崎  道子 　スリーエーネットワーク      817.8   /M       /        

100116888 わかる!話せる!日本語会話基本文型88 : ベトナム語版 　 　水谷信子 監修  著 　Jリサーチ出版      817.8   /M       /        

100104413 にほんごではなそう! 　 　松本節子 　ジャパンタイムズ      817.8   /M       /        

000140616 日本を話そう 　 　日鉄ヒューマンデベロプメント∥著 　ジャパンタイムズ      817.8   /N       /        

000045146 日本を話そう 　 　日鉄ヒューマンデベロプメント  編 　ジャパンタイムズ      817.8   /N       /        

000140780 日本語でビジネス会話 　中級編英訳・語い冊　日米会話学院日本語研修所∥[編] 　凡人社      817.8   /N       /        

000121194 日本語でビジネス会話 　中級編英訳・語い冊　日米会話学院日本語研修所∥[編] 　凡人社      817.8   /N       /        

000121178 日本語でビジネス会話 　中級編本文冊 　日米会話学院日本語研修所∥[編] 　凡人社      817.8   /N       /        

000121186 日本語でビジネス会話 　中級編練習冊 　日米会話学院日本語研修所∥[編] 　凡人社      817.8   /N       /        

000140772 日本語でビジネス会話 　中級編練習冊 　日米会話学院日本語研修所∥[編] 　凡人社      817.8   /N       /        

000013243 日本語でビジネス会話，  初級編    英訳・文法概説冊 　 　日米会話学院日本語研修所 　日米会話学院日本語研修所      817.8   /N       /        

000140806 日本語でビジネス会話，  初級編    英訳・文法概説冊 　 　日米会話学院日本語研修所 　日米会話学院日本語研修所      817.8   /N       /        

000066712 日本語でビジネス会話，  初級編    英訳・文法概説冊 　 　日米会話学院日本語研修所 　日米会話学院日本語研修所      817.8   /N       /        
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000023309 日本語でビジネス会話，  中級編    英訳・語い冊 　 　日米会話学院日本語研修所 　日米会話学院日本語研修所      817.8   /N       /        

000023283 日本語でビジネス会話，  中級編    本文冊 　 　日米会話学院日本語研修所 　日米会話学院日本語研修所      817.8   /N       /        

000023291 日本語でビジネス会話，  中級編    練習冊 　 　日米会話学院日本語研修所 　日米会話学院日本語研修所      817.8   /N       /        

100002211 日本語初中級練習問題 　 　名古屋YMCA教材作成グループ∥著 　スリーエーネットワーク      817.8   /N       /        

000120832 日本語初中級練習問題 　 　名古屋YMCA教材作成グループ∥著 　スリーエーネットワーク      817.8   /N       /        

000167197 日本語上級話者への道 　 　荻原稚佳子∥［ほか］著 　スリーエーネットワーク      817.8   /N       /        

100002468 日本語会話 　中級1 　高柳和子∥〔ほか〕共著 　TIJ東京日本語研修      817.8   /N       /1       

000016212 日本語会話 　中級1 　高柳和子∥〔ほか〕共著 　TIJ東京日本語研修      817.8   /N       /1       

000140814 日本語でビジネス会話 　初級編 　日米会話学院日本語研修所∥編 　凡人社      817.8   /N       /1       

100014158 ビジネス日本語 　テキスト1  内定者編　日本映像教育者教育事業部∥編著 　日本映像教社      817.8   /N       /1       

000165613 ビジネス日本語 　テキスト2  新入社員編　日本映像教育者教育事業部∥編著 　日本映像教社      817.8   /N       /2       

000140822 日本語でビジネス会話 　初級編 　日米会話学院日本語研修所∥編 　凡人社      817.8   /N       /2       

100038421 新訂版  聞いておぼえる  関西（大阪）弁入門 　 　岡本牧子∥〔ほか〕著 　ひつじ書房      817.8   /O       /        

100099332 くらしと旅行のための基礎日本語 　 　小川  清美 　IBCパブリッシング      817.8   /O       /        

000169946 商談のための日本語 　中級 　米田隆介∥〔ほか〕共著 　スリーエーネットワーク      817.8   /S       /        

100015130 日本語生中継 　中～上級編 　椙本　総子∥著 　くろしお出版      817.8   /S       /        

100068121 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 　スリーエーネットワーク      817.8   /S       /        

000169938 ビジネスのための日本語 　初中級 　米田隆介∥〔ほか〕共著 　スリーエーネットワーク      817.8   /S       /        

100122886 日本人がよく使う日本語会話オノマトペぎおんご・ぎたいご基本表現180 : ベトナム語版　 　清ルミ 著 　Jリサーチ出版      817.8   /S       /        

100116920 かんたん日本語☆旅手帳 　 　清ルミ 著 　Jリサーチ出版      817.8   /S       /        

100005719 ビジネスのための日本語 　初中級 　米田隆介∥〔ほか〕共著 　スリーエーネットワーク      817.8   /S       /        

100122829 外国人のための日本語敬語の使い方基本表現85 　 　清ルミ 著 　Jリサーチ出版      817.8   /S       /        

000137133 職場で役立つ日本語会話集 　 　 　産業雇用安定センター      817.8   /S       /        

100110808 しごとの日本語 会話編 　 　清ルミ 　アルク      817.8   /S       /        

100120740 日本語を話そう! : 新・シャドーイング 　初-中級編 　齊藤仁志  深澤道子  掃部知子  酒井理恵子  中村雅子  吉本惠子 著　くろしお出版      817.8   /S       /        

100122159 日常会話で親しくなれる!日本語会話中上級 　 　瀬川由美  紙谷幸子  安藤美由紀 著 　スリーエーネットワーク      817.8   /S       /        

100121540 日本語雑談マスター<青> 　 　清水 崇文  西郷 英樹 　凡人社      817.8   /S       /        

100119593 日本語を話そう! = Let's speak Japanese! : 新・シャドーイング　初～中級編 　齊藤仁志  深澤道子  掃部知子  酒井理恵子  中村雅子  吉本惠子 著　くろしお出版      817.8   /S       /        

000016204 自然な日本語 　2 　桜井晴美∥著 　凡人社      817.8   /S       /2       

100060771 日独対照生活会話ノート 　 　角田  實 　三修社      817.8   /T       /        

000169987 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 　スリーエーネットワーク      817.8   /T       /        
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000010132 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∥著　東海大学出版会      817.8   /T       /        

000067744 初級日本語のためのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ練習 　 　高柳和子 　にほんごの凡人社      817.8   /T       /        

000168963 なめらか日本語会話 　 　富阪容子∥著 　アルク      817.8   /T       /        

000169920 日本語を学ぶ・フランス語を学ぶ 　 　角田實∥著 　三修社      817.8   /T       /        

100060789 日英対照生活会話ノート 　 　角田  實 　三修社      817.8   /T       /        

000113290 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∥著　東海大学出版会      817.8   /T       /        

000169243 はじめよう日本語初級 　１  ＣＤ・スクリプト　ＴＩＪ東京日本語研修所∥著 　スリーエーネットワーク      817.8   /T       /        

000168989 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 　スリーエーネットワーク      817.8   /T       /        

000170456 実用＊ビジネス日本語  ＣＤ2枚付き 　 　Ｔｏｐランゲージ∥著 　アルク      817.8   /T       /        

100085091 Nihongo active talk 　 　上原  由美子 　アスク出版      817.8   /U       /        

000009514 インタビュープロジェクト：学生用 　 　山下早代子∥共著 　くろしお出版      817.8   /Y       /        

000007492 外国人労働者のにほんご会話 　日本語　英語・インドネシア語・ペルシャ語　横山信子∥著 　三修社      817.8   /Y       /        

100001916 韓国人の接客にほんご会話 　 　横山信子∥著 　三修社      817.8   /Y       /        

100117837 入門・やさしい日本語  ：  外国人と日本語で話そう 　 　吉開 章 　アスク出版      817.8   /Y       /        

000133751 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 　アルク      817.8   /Y       /        

000007526 フィリピン人の接客にほんご会話 　 　横山信子∥著 　三修社      817.8   /Y       /        

000007500 外国人労働者のにほんご会話 　日本語　韓国語・タイ語・ウルドゥ語　横山信子∥著 　三修社      817.8   /Y       /        

000007559 タイ人の接客にほんご会話 　 　横山信子∥著 　三修社      817.8   /Y       /        

000061606 図解日本語会話 　入門編 　横山信子∥著 　洋販      817.8   /Z       /1       

000061622 図解日本語会話 　中級編 　横山信子∥著 　洋販      817.8   /Z       /3       

000070219 図解日本語会話 　中級編 　横山信子∥著 　洋販      817.8   /Z       /3       

000070227 図解日本語会話 　上級編 　横山信子∥著 　洋販      817.8   /Z       /4       

000061648 図解日本語会話 　応用編 　横山信子∥著 　洋販      817.8   /Z       /5       


