
01_新刊リスト 2023/4/26 更新

番号 表紙写真 書籍名 出版社 価格 発刊年月 ＵＲＬ ＩＳＢＮ

1
JLPTリアル模試 N１
 音声WEBダウンロード可
 模擬試験２回分＋オンライン模擬試験（無料）１回分

アルク 1,980 2023/4
https://www.alc.c
o.jp/entry/70230
12

9784757440227

2
JLPTリアル模試 N２
 音声WEBダウンロード可
 模擬試験２回分＋オンライン模擬試験（無料）１回分

アルク 1,980 2023/4
https://www.alc.c
o.jp/entry/70230
13

9784757440234

3
JLPTリアル模試 N３
 音声WEBダウンロード可
 模擬試験２回分＋オンライン模擬試験（無料）１回分

アルク 1,980 2023/4
https://www.alc.c
o.jp/entry/70230
14

9784757440241

4 ４技能でひろがる 中級日本語カルテット　教師用ガイド
ジャパン
タイムズ

3,520 2023/4

https://bookclub.j
apantimes.co.jp/jp
/book/b622552.h
tml

9784789018593

5 外国人生徒のための教科につなげる日本語 応用編
スリーエー
ネットワーク

2,200 2023/5
https://www.3an
et.co.jp/np/books
/3936/

9784883199181

6 令和4年度 日本語教育能力検定試験 試験問題 凡人社 1,540 2023/4

https://www.bonji
nsha.com/goods/
detail?id=14098&p
t=1

9784867460122

7
初中級からはじめる日本語プロジェクト・ワーク
 英語・中国語・ベトナム語訳付き
 音声・ワークシートWEBダウンロード可

くろしお出版 1,980 2023/3
https://www.964
0.jp/book_view/?9
39

9784874249390

8
『下町ロケット』で学ぶ！　12の社会人基礎力
 英語・中国語・ベトナム語訳、音声等ダウンロード可

くろしお出版 2,200 2023/2
https://www.964
0.jp/book_view/?9
26

9784874249260

9 初級日本語よみもの げんき多読ブックス Box1～Box4
ジャパン
タイムズ

各7,700 2023/3

https://bookclub.j
apantimes.co.jp/jp
/book/b620561.h
tml

Box1:9784789018319
Box2:9784789018326
Box3:9784789018340
Box4:9784789018357	

10
NIHONGO FUN & EASY ２nd Edition
 英語訳付き
 音声ファイル・日本語訳・イラストなどWEBにてダウンロード可

アスク出版 2,200 2023/2

https://www.ask-
books.com/jp/97
8-4-86639-563-
0/

9784866395630

11
増補改訂版 日本語総まとめN１語彙
 英語・ベトナム語版
 模擬試験２回分

アスク出版 1,320 2023/02
https://www.ask-
books.com/jp/so
matome/

9784866395166

12
増補改訂版 日本語総まとめN２語彙
 英語・ベトナム語版
 模擬試験２回分

アスク出版 1,320 2023/2
https://www.ask-
books.com/jp/so
matome/

9784866395180

日本語ブックス



13
増補改訂版 日本語総まとめN３語彙
 英語・ベトナム語版
 模擬試験２回分

アスク出版 1,320 2023/2
https://www.ask-
books.com/jp/so
matome/

9784866395203

14 2022年度　日本留学試験（第2回）試験問題 凡人社 1,980 2023/01

https://www.bonji
nsha.com/goods/
detail?id=14035&p
t=1

9784867460078

15
対話型日本語教材　ともに学ぶ「せかい」と「にほんご」
 ビルマ語・ベトナム語・中国語・英語対訳語彙リスト付き
 コンテンツ集・サポーターの手引きWEBダウンロード可

凡人社 1,650 2023/01

https://www.bonji
nsha.com/goods/
detail?id=14033&p
t=1

9784867460115

16 日本語能力試験　２０日で合格Ｎ２　文法力アップドリル 国書刊行会 1,430 2023/1

https://www.koku
sho.co.jp/np/isbn
/9784336074263
/

9784336074263

17
増補改訂版 日本語総まとめ　N１漢字
 英語・ベトナム語版
 模擬試験４回分

アスク出版 1,320 2022/12
https://www.ask-
books.com/jp/so
matome/

9784866395104

18
増補改訂版 日本語総まとめ　N２漢字
 英語・ベトナム語版
 模擬試験４回分

アスク出版 1,320 2022/12
https://www.ask-
books.com/jp/so
matome/

9784866395128

19
増補改訂版 日本語総まとめ　N３漢字
 英語・ベトナム語版
 模擬試験２回分

アスク出版 1,320 2022/12
https://www.ask-
books.com/jp/so
matome/

9784866395142

20

エピソードとタスクから描く私のキャリアプラン
 英語・中国語・ベトナム語の語彙リスト、音声ファイルWEBダウン
ロード可
 映像資料、配布用タスクシート、「教師用ヒント集（解答例付き）」
WEBダウンロード可

凡人社 1,650 2022/12

https://www.bonji
nsha.com/goods/
detail?id=14015&p
t=1

9784867460108

21
新版　聞いて覚える話し方　日本語生中継　中～上級
教室活動のヒント＆タスク

くろしお出版 1,430 2022/12
https://www.964
0.jp/book_view/?9
23

9784874249239

22

漢字マスターN１　改訂版
 英語・中国語・ベトナム語訳付き

※ルビ有り

三修社 2,200 2022/12

https://www.sans
husha.co.jp/np/is
bn/97843840596
18/

9784384059618

23
人とつながる 介護の日本語
 英語・ベトナム語・インドネシア語別冊語彙リスト付き
 音声ダウンロード可

アルク 2,530 2022/11
https://www.alc.c
o.jp/entry/70220
61

9784757440135

24 とりあえず日本語能力試験対策N２ 文法 ココ出版 880 2022/11
https://cocopb.c
om/books/978-
4-86676-044-5/

9784866760445

25 日本語コミュニケーションのための読解教材の作成 ひつじ書房 3,520 2022/11

https://www.hitu
zi.co.jp/hituzibook
s/ISBN978-4-
8234-1121-2.htm

9784823411212

日本語ブックス



26
ピア・ラーニング入門　改訂版
 創造的な学びのデザインのために

ひつじ書房 2,640 2022/11

https://www.hitu
zi.co.jp/hituzibook
s/ISBN978-4-
8234-1172-4.htm

9784823411724

27
中学生のにほんご 教科編
―外国につながりのある生徒のための日本語―

スリーエー
ネットワーク

2,200 2022/12
https://www.3an
et.co.jp/np/books
/3944/

9784883199112

28 外国につながる子どもの日本語教育 くろしお出版 2,420 2022/11
https://www.964
0.jp/book_view/?9
20

9784874249208

29

ミニストーリーで覚える
JLPT日本語能力試験ベスト単語N２ 合格2400
 英語・中国語・ベトナム語訳付き
 音声WEBダウンロード可

ジャパン
タイムズ

1,760 2022/11

https://bookclub.j
apantimes.co.jp/jp
/book/b614339.h
tml

9784789017961

30
「日本語で考えたくなる 科学の問い〈下〉―心と身体篇―」準拠
《書き込み式》表現するための語彙文法練習ノート〈下〉
―語／コロケーション／慣用句／表現文型―

凡人社 1,980 2022/10

https://www.bonji
nsha.com/goods/
detail?id=13919&p
t=

9784893589989

31

日本語で考えたくなる 科学の問い〈下〉―心と身体篇―
 練習用クイズ・解説用スライド・音声教材・活動用ワークシートの
無料配信
 英語・中国語・韓国語・ベトナム語訳付き

凡人社 3,960 2022/10
https://www.bonji
nsha.com/goods/
detail?id=13918

9784893589972

32
増補改訂版 日本語総まとめ N１ 語彙
 英語・中国語・韓国語訳付き
 模擬試験２回分

アスク出版 1,320 2022/10
https://www.ask-
books.com/jp/so
matome/

9784866394985

33
増補改訂版 日本語総まとめ N２ 語彙
 英語・中国語・韓国語訳付き
 模擬試験２回分

アスク出版 1,320 2022/10
https://www.ask-
books.com/jp/so
matome/

9784866395005

34
増補改訂版 日本語総まとめ N３ 語彙
 英語・中国語・韓国語訳付き
 模擬試験２回分

アスク出版 1,320 2022/10
https://www.ask-
books.com/jp/so
matome/

9784866395029

35 とりあえず日本語能力試験対策N２ 文字・語彙 ココ出版 880 2022/9
https://cocopb.c
om/books/978-
4-86676-045-2/

9784866760452

36
東京大学教養学部のアカデミック・ジャパニーズ J-PEAK 中級
 音声WEBダウンロード可

ジャパン
タイムズ

3,080 2022/10

https://bookclub.j
apantimes.co.jp/jp
/book/b613291.h
tml

9784789018050

37
めざせ大学合格！ 留学生のための 記述・小論文
 英語・中国語・韓国語・ベトナム語ことばリストダウンロード可

くろしお出版 2,200 2022/10
https://www.964
0.jp/book_view/?9
15

9784874249154

38
新版　聞いて覚える話し方　日本語生中継　中〜上級
 英語・中国語・韓国語・ベトナム語語彙訳付き

くろしお出版 2,420 2022/10
https://www.964
0.jp/book_view/?9
13

9784874249130

日本語ブックス



39
初級日本語　とびら I　ワークブック１
ひらがな・カタカナ，かんじ，よむ，かく
 解答用紙をWEBにてダウンロード可

くろしお出版 1,980 2022/10
https://www.964
0.jp/book_view/?9
10

9784874249109

40 学習者を支援する日本語指導法Ⅰ　音声 語彙 読解 聴解 くろしお出版 3,080 2022/9
https://www.964
0.jp/book_view/?9
06

9784874249062

41
日本留学試験(EJU) 模試と解説 総合科目
 英語・中国語・韓国語・ベトナム語語彙リストＷＥＢダウンロード可
 模擬試験６回分

アスク出版 2,200 2022/9
https://www.ask-
books.com/jp/eju
/eju_moshi/

9784866394770

42

タスクベースで学ぶ日本語 中級２
Task-Based Learning Japanese for College Students
 英語訳付き
 補助教材・音声WEBダウンロード可

スリーエー
ネットワーク

2,200 2022/10
https://www.3an
et.co.jp/np/books
/4042/

9784883199105

43 2022年度　日本留学試験（第１回）試験問題 凡人社 1,980 2022/8

https://www.bonji
nsha.com/goods/
detail?id=13951&p
t=1

9784867460061

44
くらべてわかる日本語表現文型辞典 初中級編
 英語・ベトナム語訳付き
 例文音声ダウンロード可

Ｊリサーチ出版 1,760 2022/7
https://www.jres
earch.co.jp/book/
b604998.html

9784863925625

45
全科目攻略！JLPT日本語能力試験ベスト総合問題集N４
 英語・中国語・ベトナム語・ロシア語翻訳付き解説ダウンロード可
 模擬試験５回分

ジャパン
タイムズ

1,980 2022/9

https://bookclub.j
apantimes.co.jp/jp
/book/b605434.h
tml

9784789018166

46
全科目攻略！JLPT日本語能力試験ベスト総合問題集N５
 英語・中国語・ベトナム語・ロシア語翻訳付き解説ダウンロード可
 模擬試験５回分

ジャパン
タイムズ

1,980 2022/9

https://bookclub.j
apantimes.co.jp/jp
/book/b605435.h
tml

9784789018173

47
ＪＬＰＴ文法Ｎ４ポイント＆プラクティス
 英語・中国語・ベトナム語の解説付き
 模擬試験１回分

スリーエー
ネットワーク

1,320 2022/10
https://www.3an
et.co.jp/np/books
/3856/

9784883199082

48
日本語教育能力検定試験 対策問題集
 聴解問題音声ダウンロード可

アルク 2,530 2022/8
https://www.alc.c
o.jp/entry/70220
41

9784757440012

49

にほんごこれだけ！の「これだけ」ヒント集＋単語リスト
単語リストは英・中・韓・ポルトガル語・スペイン語・ベトナム語・タイ
語・タガログ語・インドネシア語・ネパール語の10言語翻訳付

ココ出版 2,640 2022/7
https://cocopb.c
om/books/978-
4-86676-058-2/

9784866760582

50
とりあえず日本語能力試験対策 N１ 聴解
 音声WEBダウンロード可

ココ出版 1,320 2022/5
https://cocopb.c
om/books/978-
4-86676-043-8/

9784866760438

51
日本留学試験(EJU) 模試と解説 数学コース２
 模擬試験６回分

アスク出版 1,980 2022/7
https://www.ask-
books.com/jp/eju
/eju_moshi/

9784866394756

日本語ブックス

https://www.3anet.co.jp/np/books/4042/
https://www.3anet.co.jp/np/books/4042/
https://www.3anet.co.jp/np/books/4042/
https://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=13951&pt=1
https://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=13951&pt=1
https://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=13951&pt=1
https://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=13951&pt=1
https://www.jresearch.co.jp/book/b604998.html
https://www.jresearch.co.jp/book/b604998.html
https://www.jresearch.co.jp/book/b604998.html
https://bookclub.japantimes.co.jp/jp/book/b605434.html
https://bookclub.japantimes.co.jp/jp/book/b605434.html
https://bookclub.japantimes.co.jp/jp/book/b605434.html
https://bookclub.japantimes.co.jp/jp/book/b605434.html
https://www.alc.co.jp/entry/7022041
https://www.alc.co.jp/entry/7022041
https://www.alc.co.jp/entry/7022041
https://cocopb.com/books/978-4-86676-058-2/
https://cocopb.com/books/978-4-86676-058-2/
https://cocopb.com/books/978-4-86676-058-2/
https://cocopb.com/books/978-4-86676-043-8/
https://cocopb.com/books/978-4-86676-043-8/
https://cocopb.com/books/978-4-86676-043-8/
https://www.ask-books.com/jp/eju/eju_moshi/
https://www.ask-books.com/jp/eju/eju_moshi/
https://www.ask-books.com/jp/eju/eju_moshi/


52
日本留学試験(EJU) 模試と解説 数学コース１
 模擬試験６回分

アスク出版 1,980 2022/6
https://www.ask-
books.com/jp/eju
/eju_moshi/

9784866394732

53
日本留学試験(EJU) 模試と解説 聴解・聴読解
 音声ダウンロード可
 模擬試験６回分

アスク出版 2,200 2022/10
https://www.ask-
books.com/jp/eju
/eju_moshi/

9784866394794

54
ＪＬＰＴ文法Ｎ３ ポイント＆プラクティス
英語・中国語・ベトナム語訳付き
 模擬試験１回分

スリーエー
ネットワーク

1,320 2022/7
https://www.3an
et.co.jp/np/books
/3854/

9784883199037

55
イラストでわかる日本語表現　初級
 イラストデータWEBダウンロード可

国書刊行会 1,760 2022/7

https://www.koku
sho.co.jp/np/isbn
/9784336071743
/

9784336071743

56
日本語雑談マスター［黄］
 英語・中国語・韓国語訳付き

凡人社 1,650 2022/7

https://www.bonji
nsha.com/goods/
detail?id=13907&p
t=1

9784893589910

57
「日本語で考えたくなる科学の問い〈上〉―文化と社会篇―」準拠
《書き込み式》表現するための語彙文法練習ノート〈上〉
 ―語／コロケーション／慣用句／表現文型―

凡人社 1,980 2022/5

https://www.bonji
nsha.com/goods/
detail?id=13809&p
t=1

9784893589965

58 「中級」「上級」の日本語を 日本語で学ぶ辞典 研究社 2,970 2022/5

https://books.ken
kyusha.co.jp/book
/978-4-7674-
5023-0.html

9784767450230

59 J.TEST 実用日本語検定 問題集 [A-Cレベル] 2021年(MP3付) 語文研究社 2,420 2022/4

https://books-
online.jp/c-item-
detail?ic=9784931
315372

9784931315372

60 J.TEST 実用日本語検定 問題集[D-Eレベル] 2021年(MP3付) 語文研究社 2,420 2022/4

https://books-
online.jp/c-item-
detail?ic=9784931
315389

9784931315389

61 J.TEST 実用日本語検定 問題集 [F-Gレベル] 2021年(MP3付) 語文研究社 2,420 2022/4

https://books-
online.jp/c-item-
detail?ic=9784931
315396

9784931315396

62

ミニストーリーで覚える
JLPT日本語能力試験ベスト単語Ｎ４ 合格1200
 英語・中国語・ベトナム語訳付き
 音声WEBダウンロード可

ジャパン
タイムズ

1,430 2022/5
https://bookclub.j
apantimes.co.jp/n
ews/n47361.html

9784789018098

63
ＪＬＰＴ文字・語彙Ｎ４ポイント＆プラクティス
 英語・中国語・ベトナム語訳付き
 模擬試験１回分

スリーエー
ネットワーク

1,320 2022/5
https://www.3an
et.co.jp/np/books
/3876/

9784883199099

64
「活動型」日本語クラスの実践
―教える・教わる関係からの解放―

スリーエー
ネットワーク

1,540 2022/5
https://www.3an
et.co.jp/np/books
/4866/

9784883199075

日本語ブックス

https://www.ask-books.com/jp/eju/eju_moshi/
https://www.ask-books.com/jp/eju/eju_moshi/
https://www.ask-books.com/jp/eju/eju_moshi/
https://www.ask-books.com/jp/eju/eju_moshi/
https://www.ask-books.com/jp/eju/eju_moshi/
https://www.ask-books.com/jp/eju/eju_moshi/
https://www.3anet.co.jp/np/books/3854/
https://www.3anet.co.jp/np/books/3854/
https://www.3anet.co.jp/np/books/3854/
https://www.kokusho.co.jp/np/isbn/9784336071743/
https://www.kokusho.co.jp/np/isbn/9784336071743/
https://www.kokusho.co.jp/np/isbn/9784336071743/
https://www.kokusho.co.jp/np/isbn/9784336071743/
https://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=13907&pt=1
https://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=13907&pt=1
https://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=13907&pt=1
https://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=13907&pt=1
https://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=13809&pt=1
https://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=13809&pt=1
https://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=13809&pt=1
https://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=13809&pt=1
https://books.kenkyusha.co.jp/book/978-4-7674-5023-0.html
https://books.kenkyusha.co.jp/book/978-4-7674-5023-0.html
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65
<学習者からの質問に学ぶ>
日本語文法を教えるためのポイント30　中上級編

大修館書店 2,420 2022/5
https://www.taish
ukan.co.jp/book/
b603018.html

9784469213904

66
日本語で考えたくなる科学の問い〈上〉―文化と社会篇―
 練習用クイズ・付録ワークシート・解説動画の無料配信
 英語・中国語・韓国語・ベトナム語訳付き

凡人社 3,960 2022/4
https://www.bonji
nsha.com/wp/kag
akunotoi

9784893589958

67

タスクベースで学ぶ日本語 中級１
 TaskｰBased Learning Japanese for College Students
 英語訳付き
 補助教材・音声WEBダウンロード可

スリーエー
ネットワーク

2,200 2022/4
https://www.3an
et.co.jp/np/books
/4040/

9784883199044

68
新完全マスター単語日本語能力試験Ｎ４ 重要1000語
 英語・ベトナム語・中国語訳付き
 音声はWEBで配信

スリーエー
ネットワーク

1,760 2022/4
https://www.3an
et.co.jp/np/books
/3666/

9784883199051

69
新・シャドーイング　日本語を話そう！　中～上級編
 英語・中国語・韓国語訳版
 音声WEBダウンロード可

くろしお出版 1,980 2022/4
https://www.964
0.jp/book_view/?8
99

9784874248997

70
日本留学試験（EJU)模試と解説　読解・記述
 模擬試験６回分

アスク出版 2,200 2022/3
https://www.ask-
books.com/jp/eju
/

9784866394671

71 日本語でPEACE　CLIL実践ガイド 凡人社 2,750 2022/3

https://www.bonji
nsha.com/goods/
detail?id=13837&p
t=1

9784867460023

72
改訂版 中級からはじめる ニュースの日本語 聴解40
 英語・中国語・韓国語訳付き
 音声はWEBで配信

スリーエー
ネットワーク

2,200 2022/4
https://www.3an
et.co.jp/np/books
/3703/

9784883199068

73 令和3年度 日本語教育能力検定試験 試験問題 凡人社 1,540 2022/3

https://www.bonji
nsha.com/goods/
detail?id=13849&p
t=1

9784867460016

74
漢字マスターN２　改訂版
 英語・中国語・ベトナム語訳付き

三修社 1,980 2022/3

https://www.sans
husha.co.jp/np/is
bn/97843840596
25/

9784384059625

75
ＪＬＰＴ聴解Ｎ５ ポイント＆プラクティス
 英語・中国語・ベトナム語訳付き
 模擬試験１回分

スリーエー
ネットワーク

1,650 2022/3
https://www.3an
et.co.jp/np/books
/3888/

9784883198993

76
改訂版　日本語の教え方ABC
 授業で使える「お役立ちシート」無料ダウンロード可

アルク 2,420 2022/3
https://www.alc.c
o.jp/entry/70220
16

9784757439696

77 日本語教育の始め方―基本文型の分析と導入 研究社 2,200 2022/3

https://books.ken
kyusha.co.jp/book
/978-4-327-
38486-9.html

9784327384869

日本語ブックス
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78 日本語教育　よくわかる評価法 アルク 2,420 2022/2
https://www.alc.c
o.jp/entry/70220
02

9784757439580

79
ＪＬＰＴ読解Ｎ４ポイント＆プラクティス
 英語、中国語、ベトナム語訳付き
 模擬試験１回分

スリーエー
ネットワーク

1,320 2022/3
https://www.3an
et.co.jp/np/books
/3866/

9784883199020

80 改訂版　文法が弱いあなたへ 凡人社 1,320 2022/2

https://www.bonji
nsha.com/goods/
detail?id=13801&p
age=1&pt=4&disp_
count=20&name=
%E6%96%87%E6%B
3%95%E3%81%8C%
E5%BC%B1%E3%8

9784893589941

日本語ブックス
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