
「図書館ＴＡによるおすすめ本リスト」
文学研究科ＴＡ作成（２０１０年２月）

留学生向けの日本語勉強に関する本リストその１
＊貸出中の可能性もありますのでOPACでご確認ください。
*　シリーズ本の場合はシリーズ名で検索してください。冊数が
多いため、配架場所など情報を省かせていただきます。

■書く力をつけるには
タイトル 著者名 出版年 配架場所 請求記号 登録番号
留学生のためのここが大切文章表現のルール : 中上級日本語学
習者対象

石黒圭, 筒井千絵 2009 総合図学習用図書 810.7 10301405543

研究発表の方法 : 留学生と日本人学生のためのレポート作成・
口頭発表の準備の手引き

斉山弥生, 沖田弓子 2005 総合図留学生 002.7/SAI 10301334297

日本語ビジネス文書マニュアル : 仕事で使う! : 外国人のため
の書き方講座 : これだけは知っておきたい基本ルール

奥村真希・安河内貴子 2007 総合図留学生 670.9 10301406566

論理的で正しい日本語を使うための技術とトレーニング : ス
ピーチ・面接・小論文に有効な日本語力

木南法子 2008
総合図留学生

 810.7/KIN 10301336144

ここからはじまる文章・談話 高崎みどり, 立川和美 2008 総合図学習用図書  816/TAK 10301409628
日本語学習者が作文を書くための用例集 宮原彬著 2001 理工学図留学生用

図書
816.8 22400040626

■話す力をつけるには
Basic Japanese for students : はかせ Hakase : 留学生の日
本語初級45時間

山崎佳子, 土井み 2006 総合図留学生 810.7 10301192646

日本語口頭発表と討論の技術 : コミュニケーション・スピー
チ・ディベートのために

東海大学留学生教育セ
ンター

1995 総合図学習用図書 809.4 10300518858

留学生の日本語会話  国際学友会日本語学
校著

1990 総合図録音資 817.8 20300168166

実戦ビジネス日本語会話 : 人を動かす! / 瀬川由美, 紙谷幸
子, 北村貞幸著

2008 理工学図留学生用
図書

810.7 12400275470

日本を話そう : 15のテーマで学ぶ日本事情 日鉄ヒューマンデベロ
プメント, 日本外国語
専門学校著

2001.9 外国図２階開架 817/153 15200000758

Now you're talking! : Japanese conversation for beginners
: 日本語20時間

宮崎道子, 郷司幸子 2003 総合図留学生 817.8/MIY 10301335617

にほんご会話トレーニング : 初級から始めよう 小林ひとみ 2008 総合図留学生 817.8/KOB 10301304423
暮らしの日本語指さし会話帳 ・英語版 ダイアン長友 2007

 日日セ山本
808/41/暮4 15400007173

暮らしの日本語指さし会話帳 ・中国語版 麻生晴一郎, 郭雅坤 2007 外国図ブラウジン
グ

808/41/暮3 15100039096

暮らしの日本語指さし会話帳・ポルトガル語版 中村マゼラン太郎 2007 外国図ブラウジン
グ

808/41/暮2 15100039088
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暮らしの日本語指さし会話帳 ・フィリピン語版 白野慎也 2007 外国図ブラウジン
グ

808/41/暮1 15100039070

最新版タヒチ語会話集 : 日本語(ローマ字)・英語・タヒチ語対
照

岩佐嘉親,タヒチアン
ノニインク

2006 総合図学習用図書 829.45/IWA 10301285564

日本語超級話者へのかけはし : きちんと伝える技術と表現 :
上級から超級へ

荻原稚佳子, 齊藤眞理
子, 伊藤とく美

2007 総合図留学生 810.7/OGI 10301335740

マンガで学ぶ日本語会話術 金子史朗 2006 総合図留学生 810.7/KAN 10301244199
美しい声で日本語を話す 米山文明 2007 総合図留学生 491.368/YON 10301243100
聞く・考える・話す留学生のための初級にほんご会話 小池真理 2007 総合図留学生 810.7/KOI 10301244280

日本語を話そう! : シャドーイング 斎藤仁志 2006 総合図留学生 817.8/SAI 10301243340

■聞く力をつけるのには
読む・聞くニュースの日本語 片山朝雄 1995 総合図書庫調査中 817.7/KAT 20300030937
聞く日本語・話す日本語 : 音声に親しむ12のヒント 水谷修 1990 文日語  810.7/MIZ 9005083374
 講義を聞く技術 産業能率短期大学日本

語教育研究室編
1988 文日語 810.7/KOG 9005066270

日本語見る・聞く・話す : 学習者用ワークブック
1(第1課～第5課)
2(第6課～第10課)
3(第11課～第15課)
4(第16課～第20課)

新藤紀子,小田切由香
子

1992.11-
1993.1

文日語 810.7/NHK/1
810.7/NHK/2
810.7/NHK/3
810.7/NHK/4

10500160824
10500160832
10500160840
10500160857

日本語の豊かな使い手になるために : 読む,書く,話す,聞く 大岡信 1984 外国図２階開架 810.4/67 090002775543

新・毎日の聞きとり50日 : 中級日本語音声教材　上 宮城幸枝 2007 総合図留学生 810.7/MIY/1 10301243415
新・毎日の聞きとり50日 : 中級日本語音声教材　下 宮城幸枝 2007 総合図留学生 810.7/MIY/2 10301304415
毎日の聞きとり50日 : 初級日本語聴解練習 　上[テキスト] 宮城幸枝 1998 理工学図留学生用

図書
 810.7/MAI/
上

12400096066

毎日の聞きとり50日 : 初級日本語聴解練習　　下[テキスト] 宮城幸枝 1998 理工学図留学生用
図書

 810.7/MAI/
下

12400096074

毎日の聞きとり50日 : 初級日本語聴解練習 上[録音カセット] 宮城幸枝 1998 言語社会鈴木
（箕）

093000011887

日本語の聴解 : 初級から上級まで : 聞きながら現代日本を知
る　録音カセット3巻

井上理恵, 清水邦 文日語 810.7/NIP 09005085346

日本語の聴解 : 初級から上級まで : 聞きながら現代日本を知
る　本文編

井上理恵, 清水邦 文日語 810.7/NIP 09005085338
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■読む力をつけるのには
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（*
シリーズ）

2006

新聞で学ぶ日本語 : 読んで話す現代の日本 水谷修, 水谷信子 2007 総合図留学生 810.7/MIZ 10301336169
日本語を学ぶ人たちのための日本語を楽しく読む本 産能短期大学日本語教

育研究室編
私たちが見た裸のニッポン : 外国人留学生・就学生の「日本語
作文コンクール」全応募作品

大森和夫 1989 総合図学習用図書 361.6 09003024255

もう日本を恨まない : 夫婦の「日本語交流」十九年間の足跡 :
中国の大学生の「主張と素顔」

大森和夫, 大森弘子 2007 外国図３階開架 319.22/257 15100004819

留学生のための現代日本語読解 岩佐靖夫 2006 生命図留学生 810/RYU 14100186254
読解をはじめるあなたへ 日本語教育研究所編著 2004 総合図留学生 810.7/SHO/4 20300231568


