
「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２
＊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。

■日本語の教科書について
タイトル 著者名 出版年 配架場所 請求記号 登録番号
みんなの日本語（シリーズ） スリーエーネットワー

ク編著
1998

初級日本語げんき = An integrated course in elementary
Japanese （シリーズ）

坂野永理 1999‐

ほんきで日本語 : 初級日本語　上巻 中村英子 2007 総合図留学生 810.7/NAK/1 10301276480
ほんきで日本語 : 初級日本語　下巻 中村英子 2007 総合図留学生 810.7/NAK/2 10301276498
初級ひらけ日本語 上 : 新装版 拓殖大学留学生別科・

日本語研修センター編
著

2004  総合図録音資 810.7/TAK/1 20300231683

初級ひらけ日本語　下 : 新装版 拓殖大学留学生別科・
日本語研修センター編
著

2004 総合図録音資 810.7/TAK/2 20300231691

初級文型で学ぶ科学技術の日本語 = An Introduction to
Technical Japanese

仁科喜久子, 土井みつ
る, 高野知子

2007  総合図留学生 407/NIS 10301335625

科学技術基礎日本語 : 留学生・技術研修生のための使える日本
語 読解編

札野寛子, 深澤のぞみ
共著

1996  総合図留学生 407/KAG 20300098017

中級の日本語 = An integrated approach to intermediate
Japanese

Akira Miura, Naomi 2008  総合図留学生 810.7/MIU 10301306949

中・上級日本語教科書日本への招待 （シリーズ） 2008
中級を学ぼう : 日本語の文型と表現56 : 中級前期 平井悦子, 三輪さち子 2007  総合図留学生 810.7/HIR 10301334172
留学生のための時代を読み解く上級日本語 : 読解から会話、作
文へ

宮原彬編 2006  総合図留学生 810.7/MIY 10301192638

上級日本語 東京外国語大学留学生
日本語教育センター編
著

1998  生命図留学生 810/Jok 24100039908

■日本語の文法について
入門日本語の文法 : 日本語を一から学び直したい人へ 村田水恵著 2007 文日語 815/MUR 10502058596

日本語初級 : 文法説明　1 東海大学留学生教育セ
ンター編

2000 総合図留学生 815/TOK/1 10301334487
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日本語初級 : 文法説明　2 東海大学留学生教育セ
ンター編

2000 総合図留学生 815/TOK/2 10301334495

中級日本語文法要点整理ポイント20 友松悦子, 和栗雅子 2007 総合図留学生 815/TOM 10301335641
独りで学べる日本語文法 東中川かほる, 東雲裕

子
2003 総合図留学生 815/HIG 10301334438

助詞で変わるあなたの日本語 = All about particles : a
handbook of Japanese function words 新装版

茅野直子 2001 総合図留学生 815.7/CHI 10301338421

■日本語の漢字について
日本語漢字入門 伊藤芳照執筆 ; 相田

慶浩, 金裕鴻韓国語翻
訳

1982 外国図２階開架 811.2/20 15100091667

A guide to remembering Japanese characters Kenneth G. Henshall 1988  総合図留学生 811.2/HEN 10301474077
基本漢字500 １ 加納千恵子 理工学図留学生用

図書
811.2/KIH/1 12400102468

基本漢字500 ２ 加納千恵子 理工学図留学生用
図書

811.2/KIH/2 12400095951

250 essential Japanese kanji characters = 日常生活の漢字
250
v. 1 : pbk

Kanji Text Research
Group, University of
Tokyo

2008 総合図留学生 811.2/UNI/1 10301474184

251 essential Japanese kanji characters = 日常生活の漢字
250
v. 2 : pbk

Kanji Text Research
Group, University of
Tokyo

2008 総合図留学生 811.2/UNI/2 10301474192

ステキナカタカナ = Fun with katakana 五味太郎 2006 総合図留学生  811.5/GOM 10301243498
The first 100 Japanese kanji : The quick and easy way to
learn the basic japanese kanji / introduction

Eriko Sato 2009 総合図留学生 811.2/SAT 10301474259

■日本語の語彙について
留学生のための分野別語彙例文集 加藤由紀子 2005 総合図留学生 814/KAT 10301192695
はじめよう日本語初級語彙リスト : 毎日使えてしっかり身につ
く  英語訳

TIJ東京日本語研修所 2007 総合図留学生 810.7/TIJ 10301335583

はじめよう日本語初級語彙リスト : 毎日使えてしっかり身につ
く  韓国語訳

TIJ東京日本語研修所 2007 総合図留学生 810.7/TIJ 10301335609

はじめよう日本語初級語彙リスト : 毎日使えてしっかり身につ
く 中国語訳

TIJ東京日本語研修所 2007 総合図留学生 810.7/TIJ 1030133559
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にほんご単語ドリル : 慣用句・四字熟語 : 自然な日本語を身
につけよう! : もっと話せる!もっと使える! : 日本語能力試験
1・2級レベル

倉品さやか 2008 理工学図留学生用
図書

 814/KUR 12400240029

完全マスターカタカナ語彙日本語能力試験1・2級レベル 島野節子 2008 総合図留学生 810.7/SHI 10301474374
 オノマトペがあるから日本語は楽しい : 擬音語・擬態語の豊
かな世界

小野正弘 2009 総合図学習用図書 814/ONO 10301463476

■日本語の表現について
基礎から学ぶ日本語表現法 山根智恵, 久木田恵 2006 総合図留学生 810.7/YAM 10301260864

中上級日本語表現文型例文集 : 多様な日本語母語話者による 石橋玲子 総合図留学生 815.1/ISH 10301243563
日本語表現法 : 21世紀を生きる社会人のたしなみ 庄司達也 2007 総合図書庫 816/SHO 10501972516
大学生のための日本語表現トレーニング スキルアップ編 橋本修, 安部朋世, 福

嶋健伸
2008  総合図留学生 816/HAS 10301338470

■日本語試験について
日本語能力試験1級試験問題と正解  (シリーズ) 日本国際教育支援協

会, 国際交流基金著作
編集

平成16-
18年度

合格できる1級日本語能力試験  新装版 石崎晶子, 古市由美
子, 井江ミサ子

2005 総合図録音資 810.7/ISH 10301264643

合格できる2級日本語能力試験 新装版 瀬戸口彩, 山本京子,
浅倉美波

2005 総合図録音資 810.7/SET 10301264635

J.Test実用日本語検定練習問題集  EFレベル 日本語検定協会,
J.TEST事務局編著

2007 生命図留学生 810.79/NIH 14100185843

BJTビジネス日本語能力テスト : 模試と対策 JALアカデミー 2006  総合図留学生 810.79/JAL 10301242912

日本語能力試験1級・2級試験に出る読解 : 新基準対応  筒井由美子, 大村礼
子, 喜多民子

2006 総合図留学生 810.79/TSU 10301244488


