
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
就活から入社まで (ロールプレイで学ぶビジ
ネス日本語:中級レベル)

村野節子, 山辺
真理子, 向山陽
子著

スリーエーネッ
トワーク

810.7||Mu 218002040

2
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 : speak Japanese! 清ルミ著 Jリサーチ出版 810.7||Se 218002041

3
マンガで体験!にっぽんのカイシャ : ビジネス
日本語を実践する

日本漢字能力
検定協会編

日本漢字能力
検定協会

810.7||Ma 218002042

4 新しい国語表記ハンドブック 第8版 三省堂編修所編 三省堂 811||At 218002043

5
BJTビジネス日本語能力テスト公式模擬テス
ト&ガイド

日本漢字能力
検定協会編

日本漢字能力
検定協会

810.7||Bj 218002044

6
新完全マスター単語日本語能力試験N3重要
1800語

斎藤明子 [ほ
か] 著

スリーエーネッ
トワーク

810.7||Sh 218002045

7
読むトレーニング : 日本留学試験対応 新訂
版 基礎編

三上京子 [ほか] 著
スリーエーネッ
トワーク

377.6||Yo 218002046

8 Kanji starter 1st ed [1] by Daiki Kusuya
ICG Muse/Tuttle
Shokai [distributor] 811.2||Ku||1 218002047

9 Kanji starter 1st ed 2 by Daiki Kusuya
ICG Muse/Tuttle
Shokai [distributor] 811.2||Ku||2 218002048

10
どんどん話せる!日本語会話フレーズ大特訓
必須700

棚橋明美, アニタ・ゲス
リング, 岡村佳代著 Jリサーチ出版 810.7||Ni 218002049

11
日本語能力試験N3直前対策ドリル&模試文
字・語彙・文法 : 短期集中!15日で総仕上げ

森本智子, 高橋
尚子, 黒岩しづ
可共著

Jリサーチ出版 810.7||Mo 218002051

12
BJTビジネス日本語能力テスト : 実力養成問
題集 第2版 読解

瀬川由美, 北村
貞幸, 植松真由
美著

スリーエーネッ
トワーク

810.7||Se 218002052

13
就活から入社まで (ロールプレイで学ぶビジ
ネス日本語:中級レベル)

村野節子, 山辺
真理子, 向山陽
子著

スリーエーネッ
トワーク

810.7||Mu 218002053
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14 ココが面白い!日本語学
岡崎友子 [ほか]
編

ココ出版 810.7||Ko 218002054

15 イラストでわかる日本語表現 改訂版 中級 川端葉子著 国書刊行会 810.7||Ka 218002055

16
日本語能力試験問題集N3漢字スピードマス
ター : N3合格!

清水知子, 大場
理恵子共著

Jリサーチ出版 810.7||Sh 218002056

17
日本留学試験試験問題 : EJU 平成30年度第
1回

日本国際教育
協会編著

桐原書店 377.6||Ni 218002146

18 はじめてのひらがな・カタカナ ブレット・メイヤー著 Jリサーチ出版 810.7||Ma 218002147

19
初級から超級まで Step式にほんご練習帳
受身・使役・使役受身

松本節子 [ほ
か] 著

ユニコム 810.7||Sh 218002148

20 文法まとめリスニング初級 1
佐々木薫, 西川悦
子, 大谷みどり著

スリーエーネッ
トワーク

810.7||Sa 218002151

21
伸ばす!就活能力・ビジネス日本語力 : 日本
で働くための「4つの能力」養成ワークブック

長沼スクール東京
日本語学校編/植木
香, 木下由紀子, 藤
井美音子著

国書刊行会 810.7||No 218002152

22 しごとの日本語 会話編
奥村真希, 釜渕
優子著

アルク 810.7||Ok 218002153

23 いちばんやさしい日本語教育入門 今井新悟 [著] アスク出版 810.7||Im 218002154

24
おひさま : はじめのいっぽ : 子どものための
日本語

山本絵美, 上野淳子,
米良好恵著/くろしお
出版編

くろしお出版 810.7||Ya 218002155

25
レベル別日本語多読ライブラリー : にほんごよむよ
む文庫 : レベル0 vol.2 (レベル別日本語多読ライブ
ラリー : にほんごよむよむ文庫)

アスク出版事業
部

817||CD||3670 218002156

26

レベル別日本語多読ライブラリー : にほんご
よむよむ文庫 : レベル0 vol.3 (レベル別日本
語多読ライブラリー : にほんごよむよむ文庫)

アスク出版事業
部

817||CD||3671 218002157

27
どんどん読める!日本語ショートストーリーズ
vol.1

アルク出版編集部編/
吉川達, 門倉正美,
佐々木良造翻案

アルク 817.7||Do||1 218002158



28
どんどん読める!日本語ショートストーリーズ
vol.2

アルク出版編集部編/
吉川達, 門倉正美,
佐々木良造翻案

アルク 817.7||Do||2 218002159

29 留学生のための就職内定ワークブック 久保田学著
日本能率協会
マネジメントセ
ンター

377.9||Ku 218002160

30
初級から超級まで Step式にほんご練習帳
授受表現

松本節子 [ほか]
著

ユニコム 810.7||Sh 218002168

31
初級から超級まで Step式にほんご練習帳
自動詞・他動詞

松本節子 [ほ
か] 著

ユニコム 810.7||Sh 218002169

32
Basic grammar for conversation (Nihongo fun
& easy:2)

渡部由紀子, 左
弥寿子, 臼井紫
瑞子著

アスク出版 810.7||Wa 218002170

33
にほんごではなそう! : パターンで覚えるかん
たん会話

松本節子, 佐久間良
子, 長友恵美子, 難波
房枝, 松倉有紀著

ジャパンタイム
ズ

817.8||Ni 218002172

34

どんどんつながる漢字練習帳 : 英語・ベトナ
ム語・中国語・インドネシア語訳付 中級 (日
本語文字学習シリーズ)

鈴木英子[ほか]著 アルク 810.7||Do 218002173

35
つなぐにほんご : Basic Japanese for
communication 初級2

ヒューマンアカデミー日
本語学校著/辻和子,
小座間亜依, 桂美穂執
筆

アスク出版 810.7||Ts||2 218002174

36

日本語能力試験N2聴解必修パターン : パ
ターンを押さえて、解き方まるわかり (日本語
能力試験必修パターンシリーズ)

氏原庸子, 清島
千春, 佐伯玲子
共著

Jリサーチ出版 810.7||Uj 218002175

37 日英共通メタファー辞典
牧野成一, 岡ま
ゆみ編著

くろしお出版 816.2||Ma 218002176

38
日本で生活する外国人のためのいろんな書
類の書き方 (にほんご宝箱)

岩田一成編著 アスク出版 816.4||Ni 218002177

39
聴解タスク25 第2版 初級1 (みんなの日本語:
初級 1-2)

牧野昭子, 田中よ
ね, 北川逸子著

スリーエーネッ
トワーク

810.7||Mi||1 218002179

40 介護・看護の漢字とことば N4レベル編
アークアカデ
ミー編・著

三修社 369.07||Ka 218002181

41
つなぐにほんご : Basic Japanese for
communication 初級1

ヒューマンアカデ
ミー日本語学校著/
辻和子, 小座間亜
依, 桂美穂執筆

アスク出版 810.7||Ts||1 218002182



42 日本語の発音教室 : 理論と練習 [テキスト]
田中真一, 窪薗晴
夫著

くろしお出版 811.1||Ta 218002183

43
日本語能力試験20日で合格N3文字・語彙・
文法

国書日本語学校
著

国書刊行会 810.7||Ni 218002184

44 Business Japanese master text
ハートアンドブレイ
ン株式会社著/パ
トス編集

IBCパブリッシ
ング

810.7||Bi 218002186

45 まるごと : 日本のことばと文化 中級2 B1
国際交流基金編著/
来嶋洋美, 柴原智
代, 八田直美執筆

三修社 810.7||Ma||B1 218002188

46 「日本語らしさ」の文法 近藤安月子著 研究社 815||Ko 218002189

47
風と太陽 : イソップ物語より (レベル別日本語多読ラ
イブラリー : にほんごよむよむ文庫:レベル0:vol.2:7)

日本語多読研究
会再話/野村まり
子挿絵

アスク出版 817.7||Re||0-7 218002192

48
木村家の毎日「ただいま」 (レベル別日本語多読ライ
ブラリー : にほんごよむよむ文庫:レベル0:vol.2:8)

川本かず子作/石
川あぐり挿絵

アスク出版 817.7||Re||0-8 218002193

49
木村家の毎日「お正月」 (レベル別日本語多読ライブ
ラリー : にほんごよむよむ文庫:レベル0:vol.2:9)

粟野真紀子作/石
川あぐり挿絵

アスク出版 817.7||Re||0-9 218002194

50
西町交番の良さん「にわにわに?」 (レベル別日本語
多読ライブラリー : にほんごよむよむ文庫:レベル
0:vol. 2:10)

松田緑作/岡田亜
子挿絵

アスク出版 817.7||Re||0-10 218002195

51
西町交番の良さん「助けて!」 (レベル別日本語多読
ライブラリー : にほんごよむよむ文庫:レベル0:vol.
2:11)

松田緑作/岡田亜
子挿絵

アスク出版 817.7||Re||0-11 218002196

52
これは何の数字? : 数字で見る日本 (レベル別日本
語多読ライブラリー : にほんごよむよむ文庫:レベル
0:vol.2:12)

粟野真紀子作/野
村まり子挿絵

アスク出版 817.7||Re||0-12 218002197

53
ウサギとカメ : イソップ物語より (レベル別日本語多
読ライブラリー : にほんごよむよむ文庫:レベル0:vol.
3:13)

NPO多言語多読
再話/斉藤好和作
画

アスク出版 817.7||Re||0-13 218002198

54
西町交番の良さん「良さんのクリスマス」 (レベル別
日本語多読ライブラリー : にほんごよむよむ文庫:レ
ベル0:vol. 3:14)

松田緑作/岡田亜
子挿絵

アスク出版 817.7||Re||0-14 218002199

55
西町交番の良さん「落とし物がいっぱい」 (レベル別
日本語多読ライブラリー : にほんごよむよむ文庫:レ
ベル0:vol. 3:15)

松田緑作/岡田亜
子挿絵

アスク出版 817.7||Re||0-15 218002200



56
東京の電車 (レベル別日本語多読ライブラリー : に
ほんごよむよむ文庫:レベル0:vol. 3:16)

宮城恵弥子作/大
島史子挿絵

アスク出版 817.7||Re||0-16 218002201

57
木村家の毎日「結婚式」 (レベル別日本語多読ライブ
ラリー : にほんごよむよむ文庫:レベル0:vol. 3:17)

川本かず子作/石
川あぐり挿絵

アスク出版 817.7||Re||0-17 218002202

58
七夕 : 織姫と彦星の話 (レベル別日本語多読ライブ
ラリー : にほんごよむよむ文庫:レベル0:vol. 3:18)

川名恭子再話
/MIDOЯI挿絵

アスク出版 817.7||Re||0-18 218002203

59 語彙ドン! : 大学で学ぶためのことば Vol.1 中級 石澤徹 [ほか] 著 くろしお出版 810.7||Go 218002224

60 関西弁事典 真田信治監修 ひつじ書房 818.6||Ka 218002225

61 世界13カ国英語留学ガイド 太田裕二著
幻冬舎メディアコ
ンサルティング/幻
冬舎 (発売)

377.6||Ot 218002227

62 英語で語る日本事情2020
江口裕之, ダニエ
ル・ドゥーマス著

ジャパンタイムズ 302.1||Eg 218002228

63 日本のことを1分間英語で話してみる カラー改訂版 広瀬直子著 KADOKAWA 837.8||Hi 218002229

64
My first kanji book : Japanese language and culture
through pictures

Bret Mayer Natsumesha 811.2||Ma 218002234

65 なぞりがきと絵でおぼえる!ひらがな・カタカナ
上島史子, 竹内夕
美子著

ナツメ社 810.7||Ka 218002235

66 A complete guide to Shikoku : pbk.
Beautiful World
Escapes

291.8||Co 218002237

67
Japan : understanding & dealing with the new
Japanese way of doing business! : [pbk.] (A Phoenix
Books original)

Boyé Lafayette
De Mente

[Phoenix
Books/Publishers]

336.49||Me 218002247

68
The new community firm : employment, governance
and management reform in Japan : pbk

T. Inagami and D.
Hugh Whittaker

Cambridge
University Press

335.21||In 218002248

69
聴解タスク25 第2版 初級2 (みんなの日本語:初級
1-2)

牧野昭子, 田中よ
ね, 北川逸子著

スリーエーネット
ワーク

810.7||Mi||2 218002307



70 文法まとめリスニング初級 2
佐々木薫, 西川悦
子, 大谷みどり著

スリーエーネット
ワーク

810.7||Sa||2 218002308

71 留学生のための時代を読み解く上級日本語 第3版 宮原彬編著
スリーエーネット
ワーク

810.7||Mi 218002309

72
BJTビジネス日本語能力テスト : 実力養成問題集
第2版 聴解・聴読解

瀬川由美, 北村貞
幸, 植松真由美著

スリーエーネット
ワーク

810.7||Se 218002310

73 ことば・表現ワークブック 中級 (できる日本語)
できる日本語教材
開発プロジェクト
著

凡人社 810.7||Ko 218002355

74
日本語学習者のための読解厳選テーマ25+10 初中
級

清水正幸, 下郡麻
子, 沖中晃子著

凡人社 810.7||Sh 218002356

75
基礎医学術語学習辞典 : 留学生のための二漢字語
に基づく : 日本で働く医療関係者のために

増田光司, 佐藤千
史編著/中川健司,
隈井正三著

凡人社 490.33||Ki 218002357

76
季節と学校の行事 (ひと目でわかる!教室で使うみん
なのことば (英語・中国語・ポルトガル語・フィリピノ
語))

柳下則久, 森博昭
総監修

文研出版 810.7||Hi 218002358

77
あいさつやこまったとき (ひと目でわかる!教室で使う
みんなのことば (英語・中国語・ポルトガル語・フィリ
ピノ語))

柳下則久, 森博昭
総監修

文研出版 810.7||Hi 218002359

78
学校の一日 (ひと目でわかる!教室で使うみんなのこ
とば (英語・中国語・ポルトガル語・フィリピノ語))

柳下則久, 森博昭
総監修

文研出版 810.7||Hi 218002360

79
国語・社会・体育・音楽・図工 (ひと目でわかる!教室
で使うみんなのことば (英語・中国語・ポルトガル語・
フィリピノ語))

柳下則久, 森博昭
総監修

文研出版 810.7||Hi 218002361

80
算数・理科・家庭科・道徳ほか (ひと目でわかる!教室
で使うみんなのことば (英語・中国語・ポルトガル語・
フィリピノ語))

柳下則久, 森博昭
総監修

文研出版 810.7||Hi 218002362

81
Our unions, our selves : the rise of feminist labor
unions in Japan : pbk

Anne Zacharias-
Walsh

ILR Press 366.6||Za 218002379

82
Awakening your ikigai : how the Japanese wake up
to joy and purpose every day

Ken Mogi The Experiment 114||Mo 218002380

83 Introduction to Japanese culture 1st ed
edited by Daniel
Sosnoski

Charles E. Tuttle 302.1||In 218002381



84
Etiquette guide to Japan : know the rules that make
the difference! Revised and expanded 3rd ed : pbk

Boyé Lafayette
De Mente

Tuttle Pub. 385.9||Me 218002382

85
Cool Japan guide : fun in the land of manga, lucky
cats and ramen

Abby Denson Tuttle Pub. 302.1||De 218002383

86 A geek in Japan 1st English-language ed : pbk by Héctor García Tuttle Pub. 361.5||Ga 218002384

87 留学生のための就職内定ワークブック 久保田学著
日本能率協会マ
ネジメントセンター

377.9||Ku 218002394

88 留学生のサバイバル日本語 2
徳本浩子, 山本裕
子, 鈴木かおり著

早美出版社 810.7||To||2 218002395

89 ともだち : 大学の日本語 初級 vol. 1
東京外国語大学
留学生日本語教
育センター編著

東京外国語大学
出版会

810.7||To||1 218002396

90 大学生のための日本語問題集 : あいうえお教育
山下由美子 [ほ
か] 編

ナカニシヤ出版 810.7||Da 218002397

91
The way of the 88 temples : journeys on the
Shikoku pilgrimage : pbk.

Robert C. Sibley
University of
Virginia Press

186.918||Si 218002398

92
桜 (レベル別日本語多読ライブラリー : にほんごよむ
よむ文庫:レベル0:vol.1:1)

粟野真紀子作/福
田紀子挿絵

アスク出版 817.7||Re||0-1 218002400

93
大豆 (レベル別日本語多読ライブラリー : にほんごよ
むよむ文庫:レベル0:vol.1:2)

小田正子作/さと
うゆし挿絵

アスク出版 817.7||Re||0-2 218002401

94
木村家の毎日「いってきます」 (レベル別日本語多読
ライブラリー : にほんごよむよむ文庫:レベル
0:vol.1:3)

川本かず子作/石
川あぐり挿絵

アスク出版 817.7||Re||0-3 218002402

95
木村家の毎日「いただきます」 (レベル別日本語多読
ライブラリー : にほんごよむよむ文庫:レベル
0:vol.1:4)

粟野真紀子作/石
川あぐり挿絵

アスク出版 817.7||Re||0-4 218002403

96
木村家の毎日「一郎、学校で」 (レベル別日本語多
読ライブラリー : にほんごよむよむ文庫:レベル
0:vol.1:5)

川本かず子作/石
川あぐり挿絵

アスク出版 817.7||Re||0-5 218002404

97
西町交番の良さん「交番はどこ?」 (レベル別日本語
多読ライブラリー : にほんごよむよむ文庫:レベル
0:vol.1:6)

松田緑作/エアー
ダイブ挿絵

アスク出版 817.7||Re||0-6 218002405



98
レベル別日本語多読ライブラリー : にほんごよむよ
む文庫 : レベル0 vol.1 (レベル別日本語多読ライブ
ラリー : にほんごよむよむ文庫)

アスク出版事業部 817||CD||3675 218002406

99
女の子 (レベル別日本語多読ライブラリー : にほん
ごよむよむ文庫:レベル1:vol. 1:1)

橋爪明子作/鯰江
光二挿絵

アスク出版事業部 817.7||Re||1-1 218002407

100
ハチの話 (レベル別日本語多読ライブラリー : にほ
んごよむよむ文庫:レベル1:vol. 1:2)

松田緑再話/佐藤
繁挿絵

アスク出版事業部 817.7||Re||1-2 218002408

101
ジョンさん日本へ (レベル別日本語多読ライブラリー
: にほんごよむよむ文庫:レベル1:vol. 1:3)

川本かず子作/み
やかわさとこ挿絵

アスク出版事業部 817.7||Re||1-3 218002409

102
浦島太郎 (レベル別日本語多読ライブラリー : にほ
んごよむよむ文庫:レベル1:vol. 1:4)

粟野真紀子再話/
山中桃子挿絵

アスク出版事業部 817.7||Re||1-4 218002410

103
笑い話 (レベル別日本語多読ライブラリー : にほん
ごよむよむ文庫:レベル1:vol. 1:5)

山崎倶子簡約/霧
生さなえ挿絵

アスク出版事業部 817.7||Re||1-5 218002411

104
レベル別日本語多読ライブラリー : にほんごよむよ
む文庫 : レベル1 vol.1 (レベル別日本語多読ライブ
ラリー : にほんごよむよむ文庫)

アスク出版事業部 817||CD||3676 218002412

105
タクシー (レベル別日本語多読ライブラリー : にほん
ごよむよむ文庫:レベル1:vol.2:6)

松田緑作/うえだ
いずみ挿絵

アスク出版事業部 817.7||Re||1-6 218002413

106
寿司・すし・sushi (レベル別日本語多読ライブラリー :
にほんごよむよむ文庫:レベル1:vol.2:7)

粟野真紀子作/水
野あきら挿絵

アスク出版事業部 817.7||Re||1-7 218002414

107
笠地蔵 (レベル別日本語多読ライブラリー : にほん
ごよむよむ文庫:レベル1:vol.2:8)

近藤眞須子再話/
鯰江光二挿絵

アスク出版事業部 817.7||Re||1-8 218002415

108
ジョンさんバスの中で (レベル別日本語多読ライブラ
リー : にほんごよむよむ文庫:レベル1:vol.2:9)

山崎倶子, 川本か
ず子作/津田蘭子
挿絵

アスク出版事業部 817.7||Re||1-9 218002416

109
どうして猿の尾は短い?/どうしてクラゲは骨がない?
(レベル別日本語多読ライブラリー : にほんごよむよ
む文庫:レベル1:vol.2:10)

小田正子再話/宇
田川のり子挿絵

アスク出版事業部 817.7||Re||1-10 218002417

110
レベル別日本語多読ライブラリー : にほんごよむよ
む文庫 : レベル1 vol.2 (レベル別日本語多読ライブ
ラリー : にほんごよむよむ文庫)

アスク出版事業部 817||CD||3677 218002418

111
バス (レベル別日本語多読ライブラリー : にほんごよ
むよむ文庫:レベル1:vol.3:11)

松田緑作/石川え
りこ挿絵

アスク出版 817.7||Re||1-11 218002419



112
着物 (レベル別日本語多読ライブラリー : にほんごよ
むよむ文庫:レベル1:vol.3:12)

川本かず子作/つ
だゆみ挿絵

アスク出版 817.7||Re||1-12 218002420

113
どうしてエビの体は曲がった?/どうしてねこ年がな
い? (レベル別日本語多読ライブラリー : にほんごよ
むよむ文庫:レベル1:vol.3:13)

小田正子再話/宇
田川のり子挿絵

アスク出版 817.7||Re||1-13 218002421

114
舌切り雀 (レベル別日本語多読ライブラリー : にほん
ごよむよむ文庫:レベル1:vol.3:14)

高橋宗子再話/宮
前やすひこ挿絵

アスク出版 817.7||Re||1-14 218002422

115
ジョンさんの夏休み (レベル別日本語多読ライブラ
リー : にほんごよむよむ文庫:レベル1:vol.3:15)

川本かず子作/津
田蘭子挿絵

アスク出版 817.7||Re||1-15 218002423

116
レベル別日本語多読ライブラリー : にほんごよむよ
む文庫 : レベル1 vol.3 (レベル別日本語多読ライブ
ラリー : にほんごよむよむ文庫)

アスク出版事業部 817||CD||3678 218002424

117
Super cheap Japan : budget travel in Tokyo, Kyoto,
Osaka, Nara, Hiroshima and surrounding areas : pbk.

Matthew Baxter
Super cheap
Japan

291.093||Ba 218002491

118
Japanese stories for language learners : bilingual
Stories in Japanese and English

Anne McNulty and
Eriko Sato/illustrated
by Rose Goldberg

Tuttle Publishing 817.7||Mc 218002492


