
2023/4/26 更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※2021年4月以降は総額表示（税込）、それ以前は本体価格表示（税抜）となっております。

番号 表紙写真 書籍名 出版社 価格 発刊年月 ＵＲＬ ＩＳＢＮ

1
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.9640.jp
/book_view/?939

9784874249390

2
『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.9640.jp
/book_view/?926

9784874249260

3
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/somat
ome/

9784866395166

4
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/somat
ome/

9784866395180

5
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/somat
ome/

9784866395203

6
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.bonjins
ha.com/goods/detail
?id=14033&pt=1

9784867460115

7
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/somat
ome/%e6%97%a5%e6
%9c%ac%e8%aa%9e%
e7%b7%8f%e3%81%be
%e3%81%a8%e3%82%
81-
%e3%82%ab%e3%82%

9784866395104

8
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/somat
ome/%e6%97%a5%e6
%9c%ac%e8%aa%9e%
e7%b7%8f%e3%81%be
%e3%81%a8%e3%82%
81-
%e3%82%ab%e3%82%

9784866395128

9
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/somat
ome/%e6%97%a5%e6
%9c%ac%e8%aa%9e%
e7%b7%8f%e3%81%be
%e3%81%a8%e3%82%
81-
%e3%82%ab%e3%82%

9784866395142

10

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.sanshu
sha.co.jp/np/isbn/9
784384059618/

9784384059618

11
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.co.j
p/entry/7022061

9784757440135

12

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.jap
antimes.co.jp/jp/boo
k/b614339.html

9784789017961

02_ベトナム語訳付リスト

 日本語ブックス



13

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.bonjins
ha.com/goods/detail
?id=13918

9784893589972

14
日本留学試験(EJU) 模試と解説 総合科目
 英・中・韓・越語の語彙リスト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/ej
u_moshi/

9784866394770

15
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.9640.jp
/book_view/?915

9784874249154

16
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.9640.jp
/book_view/?913

9784874249130

17
ＪＬＰＴ文法Ｎ４ポイント＆プラクティス
 日 ・中・英・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.3anet.c
o.jp/np/books/3856
/

9784883199082

18
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.jap
antimes.co.jp/jp/boo
k/b605434.html

9784789018166

19
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.jap
antimes.co.jp/en/bo
ok/b605435.html

9784789018173

20
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.jresear
ch.co.jp/book/b604
998.html

9784863925625

21
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.3anet.c
o.jp/np/books/3854
/

9784883199037

22

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.jap
antimes.co.jp/news/
n47361.html

9784789018098

23
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.3anet.c
o.jp/np/books/3876
/

9784883199099

24
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.3anet.c
o.jp/np/books/3666
/

9784883199051

25
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.bonjins
ha.com/wp/kagakun
otoi

9784893589958
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26
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.sanshu
sha.co.jp/np/isbn/9
784384059625/

9784384059625

27
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.3anet.c
o.jp/np/books/3888
/

9784883198993

28
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.3anet.c
o.jp/np/books/3866
/

9784883199020

29
くらべてわかる日本語表現文型辞典初級編
 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 2022/1
https://www.jresear
ch.co.jp/book/b593
553.html

9784863925366

30

ゲンバの日本語 単語帳 ＩＴ 働く外国人のためのことば
 英語・中国語・ベトナム語・タイ語・インドネシア語・ミャンマー語訳付
き
 練習問題・音声WEBダウンロード可

スリーエー
ネットワーク

990 2022/1
https://www.3anet.c
o.jp/np/books/4238
/

9784883199013

31

ゲンバの日本語 単語帳 建設・設備 働く外国人のためのことば
 英語・中国語・ベトナム語・タイ語・インドネシア語・ミャンマー語訳付
き
 練習問題・音声WEBダウンロード可

スリーエー
ネットワーク

990 2022/1
https://www.3anet.c
o.jp/np/books/4236
/

9784883199006

32

キャラクターと学ぶ　リアル日本語会話―ようこそ前田ハウスへ
 英語・中国語・ベトナム語訳付き
 音声WEBダウンロード可
 教師用マニュアル無料ダウンロード可

アルク 2,420 2021/10
https://www.alc.co.j
p/entry/7021009

9784757439320

33
全科目攻略！JLPT日本語能力試験ベスト総合問題集N３
 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

ジャパン
タイムズ

1,980 2021/12
https://bookclub.jap
antimes.co.jp/en/bo
ok/b593577.html

9784789017831

34
はじめての日本語能力試験N1漢字 800
 英語・ベトナム語訳付き

アスク出版 1,980 2021/10
https://www.ask-
books.com/jp/jlptka
nji/

9784866393643

35

ミニストーリーで覚える
JLPT 日本語能力試験ベスト単語 N３ 合格2100
 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 2021/10
https://bookclub.jap
antimes.co.jp/jp/boo
k/b592314.html

9784789017978

36
１０の基本ルールで学ぶ 外国人のためのビジネス文書の書き方
 英語・中国語・ベトナム語訳付き

スリーエー
ネットワーク

1,540 2021/9
https://www.3anet.c
o.jp/np/books/4026
/

9784883198962

37
全科目攻略！JLPT日本語能力試験ベスト総合問題集N２
 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

ジャパン
タイムズ

1,980 2021/9
https://bookclub.jap
antimes.co.jp/jp/boo
k/b588374.html

9784789017824

38
改訂版 新完全マスター単語日本語能力試験Ｎ３重要１８００語
 単語・例文・読み物に英語・中国語・ベトナム語訳付き

スリーエー
ネットワーク

1,760 2021/9
https://www.3anet.c
o.jp/np/books/3665
/

9784883198870
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39
漢字マスターN３　改訂版
 英語・中国語・ベトナム語訳付き

三修社 1,980 2021/9
https://www.sanshu
sha.co.jp/np/isbn/9
784384059632/

9784384059632

40
ＪＬＰＴ読解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

1,430 2021/7
https://www.3anet.c
o.jp/np/books/3864
/

9784883198894

41
イラストと写真でよくわかる外国人のための実践介護 入門編
 英語・ベトナム語訳付き
 音声WEBダウンロード可

Ｊリサーチ出版 1,650 2021/7
https://www.jresear
ch.co.jp/book/b583
122.html

9784863925205

42
関係作りの日本語会話 雑談を学ぼう
 英語・中国語・ベトナム語訳付き
 音声WEBダウンロード可

くろしお出版 1,760 2021/6
https://www.9640.jp
/nihongo/ja/detail/
?864

9784874248645

43

ＪＬＰＴ文字・語彙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 2021/6
https://www.3anet.c
o.jp/np/books/3874
/

9784883198818

44
上下ルビで学ぶ 介護の漢字ことば
 英語・中国語・ベトナム語・インドネシア語訳付き

スリーエー
ネットワーク

1,650 2021/5
https://www.3anet.c
o.jp/np/books/4226
/

9784883198825

45
全科目攻略！JLPT日本語能力試験ベスト 総合問題集N1
 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

ジャパンタイムズ 1,980 2021/5
https://bookclub.jap
antimes.co.jp/jp/boo
k/b570440.html

9784789017817

46
ＪＬＰＴ 聴解 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

1,650 2021/4
https://www.3anet.c
o.jp/np/books/3886
/

9784883198740

47
ゲンバの日本語 単語帳 製造業 働く外国人のためのことば
 英語・中国語・ベトナム語・タイ語・インドネシア語・ミャンマー語訳付
き

スリーエー
ネットワーク

990 2021/4
https://www.3anet.c
o.jp/np/books/4234
/

9784883198849

48
新・シャドーイング　日本語を話そう！　初～中級編
 インドネシア語・タイ語・ベトナム語訳版
 音声ＷＥＢダウンロード可

くろしお出版 1,400 2021/3
https://www.9640.jp
/nihongo/ja/detail/
?858

9784874248584

49
はじめての日本語能力試験N２ 漢字 550
 英語・ベトナム語訳付き

アスク出版 1,870 2021/4
https://www.ask-
books.com/jp/jlptka
nji/

9784866393636

50
漢字マスターN４　改訂版
 英語・中国語・ベトナム語訳付き

三修社 1,980 2021/4
https://www.sanshu
sha.co.jp/np/isbn/9
784384059649/

9784384059649

51
日本語学習者のための読解厳選テーマ10［上級］
 別冊語彙リスト（英語・中国語・ベトナム語訳）付き

凡人社 2,000 2021/3
https://www.bonjins
ha.com/goods/detail
?id=13562&pt=1

9784893589842
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52
改訂版　耳から覚える日本語能力試験　語彙トレーニングN１
 英語・中国語・韓国語・ベトナム語訳付き

アルク 2,000 2021/3
https://www.alc.co.j
p/entry/7021014

9784757436893

53
改訂版　耳から覚える日本語能力試験　語彙トレーニングN２
 英語・中国語・韓国語・ベトナム語訳付き

アルク 2,000 2021/3
https://www.alc.co.j
p/entry/7021015

9784757436909

54
改訂版　耳から覚える日本語能力試験　語彙トレーニングN３
 英語・中国語・韓国語・ベトナム語訳付き

アルク 2,000 2021/3
https://www.alc.co.j
p/entry/7021016

9784757436916

55
生活者としての外国人向け
私らしく暮らすための日本語ワークブック
 教師用ガイド無料ダウンロード可

アルク 2,300 2021/3
https://www.alc.co.j
p/entry/7021030

9784757436923

56
ゲンバの日本語 基礎編
 働く外国人のための日本語コミュニケーション
 英語・中国語・ベトナム語・タイ語・インドネシア語訳付き

スリーエー
ネットワーク

1,200 2021/3
https://www.3anet.c
o.jp/np/books/4230
/

9784883198757

57
ゲンバの日本語 応用編
 働く外国人のための日本語コミュニケーション
 英語・中国語・ベトナム語・タイ語・インドネシア語訳付き

スリーエー
ネットワーク

1,200 2021/3
https://www.3anet.c
o.jp/np/books/4232
/

9784883198764

58
TRY! 日本語能力試験N１ 文法から伸ばす日本語
 ベトナム語改訂新版
 語彙リスト無料ダウンロード可

アスク出版 1,800 2021/2
https://www.ask-
books.com/jp/jlpt-
try/

9784866393339

59
TRY! 日本語能力試験N２ 文法から伸ばす日本語
 ベトナム語改訂新版
 語彙リスト無料ダウンロード可

アスク出版 1,800 2021/2
https://www.ask-
books.com/jp/jlpt-
try/

9784866393346

60
TRY! 日本語能力試験N５ 文法から伸ばす日本語
 ベトナム語改訂新版
 語彙リスト無料ダウンロード可

アスク出版 1,500 2021/2
https://www.ask-
books.com/jp/jlpt-
try/

9784866393377

61
日本語能力試験問題集 Ｎ１漢字スピードマスター
 英語・ベトナム語訳付き

Ｊリサーチ出版 1,200 2021/2
https://www.jresear
ch.co.jp/smp/book/
b553528.html

9784863924994

62
TRY!日本語能力試験N３ 文法から伸ばす日本語
 ベトナム語改訂新版
 語彙リスト無料ダウンロード可

アスク出版 1,700 2021/1
https://www.ask-
books.com/jp/jlpt-
try/

9784866393353

63

TRY!日本語能力試験N４ 文法から伸ばす日本語
 ベトナム語改訂新版
 語彙リスト無料ダウンロード可
 模擬試験１回分

アスク出版 1,700 2021/1
https://www.ask-
books.com/jp/jlpt-
try/

9784866393360

64
ＪＬＰＴ 聴解 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

1,500 2020/12
https://www.3anet.c
o.jp/np/books/3884
/

9784883198719
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65
1日６コ覚える!日本語能力試験　漢字ワーク　N３
 英語・ベトナム語訳付き
 言語知識テスト６回分

ユニコム 1,400 2020/11

http://unicom-
lra.co.jp/eccube/ht
ml/products/detail.p
hp?product_id=74

9784896895117

66
はじめての日本語能力試験Ｎ３ 漢字350
 英語・ベトナム語訳付き

アスク出版 1,500 2020/10
https://www.ask-
books.com/jp/jlptka
nji/

9784866393629

67
新完全マスター語彙 日本語能力試験Ｎ４
英語、ベトナム語付き

スリーエー
ネットワーク

1,200 2020/8
https://www.3anet.c
o.jp/np/books/3636

/
9784883198481

68
日本語能力試験　Ｎ５直前対策ドリル＆模試　文字・語彙・文法
英語、ベトナム語付き

Ｊリサーチ出版 1,200 2020/6
https://www.jresear
ch.co.jp/book/b509

402.html
9784863924864

69

初中級レベル ロールプレイで学ぶビジネス日本語
                       －場面に合わせて適切に話そう－
 英語、中国語、ベトナム語訳付き
 音声はウェブサイトで公開

スリーエー
ネットワーク

1,800 2020/03
https://www.3anet.c
o.jp/np/books/4008
/

9784883198467

70
漢字マスターＮ５ 改訂版
 英語、中国語、ベトナム語訳付き
※ルビ有り

三修社 1,800 2020/04
https://www.sanshu
sha.co.jp/np/isbn/9
784384059656/

9784384059656

71
おもてなしの日本語
 心で伝える接遇コミュニケーション　基本編

 アスク出版 2,300 2020/03
https://www.ask-
books.com/978-4-
86639-329-2/

9784866393292

72 ベトナム語版　わかる！ 話せる！　日本語会話基本文型88 Jリサーチ出版 1,600 2020/03
https://www.jresear
ch.co.jp/book/b497
214.html

9784863924741

73

はじめての日本語能力試験 合格模試 N5
 解答解説に英語・中国語・ベトナム語訳付き
 音声・解答用紙等 WEBダウンロード可
 模擬試験３回分

アスク出版 1,800 2020/03
https://www.ask-
books.com/jp/gouka
ku/

9784866393124

74

はじめての日本語能力試験 合格模試 N4
 解答解説に英語・中国語・ベトナム語訳付き
 音声・解答用紙等 WEBダウンロード可
 模擬試験３回分

アスク出版 1,800 2020/1
https://www.ask-
books.com/jp/gouka
ku/

9784866393131

75

はじめての日本語能力試験 合格模試 N3
 解答解説に英語・中国語・ベトナム語訳付き
 音声・解答用紙等 WEBダウンロード可
 模擬試験３回分

アスク出版 1,800 2020/1
https://www.ask-
books.com/jp/gouka
ku/

9784866393148

76
N3語彙スピードマスター
 タイ語・ベトナム語・インドネシア語版

Jリサーチ出版 1,200 2020/2
https://www.jresear
ch.co.jp/book/b492
701.html

9784863924703

77
写真とイラストでわかる！外国人のためのやさしい介護
 英語・ベトナム語訳付き
 介護場面の動画は別売りにてご提供

アスク出版 2,000 2020/01
https://www.ask-
books.com/978-4-
86639-282-0/

9784866392820

 日本語ブックス
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78
やさしい日本語 初級4
 ローマ字読み、英語・ベトナム語訳付き

Jリサーチ出版 1,600 2020/1
https://www.jresear
ch.co.jp/book/b487
885.html

9784863924673

79
かなマスター 改訂版
 英・中・ベトナム語訳付き
 音声 WEBダウンロード可

三修社 1,500 2019/12
https://www.sanshu
sha.co.jp/np/isbn/9
784384059601/

9784384059601

80
ＪＬＰＴ日本語能力試験ベスト模試 Ｎ3
 英語・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

1,900 2019/11
https://bookclub.jap
antimes.co.jp/book/
b481498.html

9784789017435

81
やさしい日本語 初級３
 ローマ字読み、英語・ベトナム語訳付き

Jリサーチ出版 1,600 2019/10
https://www.jresear
ch.co.jp/book/b472
697.html

9784863924543

82
はじめての日本語能力試験N１単語3000
 韓国語・ベトナム語版(音声・模擬試験 WEBダウンロード可)

アスク出版 1,700 2019/9
https://www.ask-
books.com/jp/hajim
ete-jlpt/

9784866392998

83
新装版 いっぽ にほんご さんぽ 暮らしのにほんご教室 初級１
 新出語リスト(英・中・韓・ベトナム語)・音声等WEBダウンロード可

スリーエー
ネットワーク

2,400 2019/9
https://www.3anet.c
o.jp/np/books/3081
/

9784883197910

84
キクタン日本語 日本語能力試験 N１
 英語・中国語・ベトナム語訳付き

アルク 2,200 2019/8
https://ec.alc.co.jp/
book/7019033/

9784757433557

85
日本語能力試験対策 N３文法・語彙・漢字 改訂版
 英語・中国語・ベトナム語訳付き

三修社 1,500 2019/8
https://www.sanshu
sha.co.jp/np/isbn/9
784384059502/

9784384059502

86
外国人介護士のための声かけとコミュニケーションの日本語 Vol.2
 英語・ベトナム語対訳付き
 音声WEBダウンロード可

三修社 2,800 2019/8
https://www.sanshu
sha.co.jp/np/isbn/9
784384059267/

9784384059267

87
介護のにほんご1年生 現場でさいしょに使うことば・表現
 英語・ベトナム語・インドネシア語訳付き
 音声WEBダウンロード可

アスク出版 2,000 2019/7
https://www.ask-
books.com/978-4-
86639-281-3/

9784866392813

88
やさしい日本語 初級2
 ローマ字読み、英語・ベトナム語訳付き

Jリサーチ出版 1,600 2019/7
https://www.jresear
ch.co.jp/book/b454
932.html

9784863924437

89
ゼロからスタート 日本語
 ローマ字・英語・ベトナム語訳付き
 音声WEBダウンロード可

Jリサーチ出版 1,400 2019/6
https://www.jresear
ch.co.jp/book/b449
068.html

9784863924390

90
改訂版 分野別カタカナ語彙トレーニング
 英語・中国語・韓国語・ベトナム語訳付き

スリーエー
ネットワーク

1,300 2019/5
https://www.3anet.c
o.jp/np/books/3591
/

9784883197927
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91
やさしい日本語 初級１
 ローマ字読み、英語・ベトナム語訳付き

Jリサーチ出版 1,600 2019/4
https://www.jresear
ch.co.jp/book/b439
213.html

9784863924260

92
ドリル＆ドリル 日本語能力試験 N５
 文字・語彙/文法/読解/聴解
 解説書に英語・ベトナム語訳付き

ユニコム 2,500 2019/4 ― 9784896895063

93
中級を学ぼう 日本語の文型と表現56 中級前期 第2版
 英語・中国語・韓国語・ベトナム語訳付き
 教師用ガイド・総合問題WEBダウンロード可

スリーエー
ネットワーク

2,200 2019/3
http://www.3anet.co
.jp/ja/6759/

9784883197880

94
改訂版 聞く・考える・話す 留学生のための初級にほんご会話
 指示文や重要表現の解説等に英・中・韓・ベトナム語訳付き
 音声・語彙リスト(訳付き)・教師用ガイド等WEBダウンロード可

スリーエー
ネットワーク

2,200 2019/3
http://www.3anet.co
.jp/ja/6758/

9784883197866

95
日本語能力試験 総合テキストN４
　英語・ベトナム語の部分訳付き
　音声WEBダウンロード可

Jリサーチ出版 2,000 2019/2
https://www.jresear
ch.co.jp/book/b427
743.html

9784863923850

96
新装版 いっぽ にほんご さんぽ 暮らしのにほんご教室 初級２
 新出語リスト(英・中・韓・ベトナム語)・音声等WEBダウンロード可

スリーエー
ネットワーク

2,400 2019/2
http://www.3anet.co
.jp/ja/6795/

9784883197859

97
外国人にもわかりやすい
 イラストだから2時間で学べる 日本の介護
 ベトナム語訳WEBダウンロード可

ウイネット出版 1,500 2019/2

https://www.wenet.
co.jp/webapp/produ
cts/detail.php?produ
ct_id=2498

9784434257193

98
日本語総まとめ N１ 読解
 英語・ベトナム語版

アスク出版 1,200 2019/1
https://www.ask-
books.com/978-4-
86639-242-4/

9784866392424

99
日本語総まとめ N１ 聴解
 英語・ベトナム語版

アスク出版 1,600 2019/1
https://www.ask-
books.com/978-4-
86639-243-1/

9784866392431

100
日本語総まとめ N１ 漢字
 英語・ベトナム語版

アスク出版 1,200 2019/1
https://www.ask-
books.com/978-4-
86639-241-7/

9784866392417

101
外国人介護士のための声かけとコミュニケーションの日本語 Vol.1
 英語・ベトナム語対訳付き
 音声WEBダウンロード可

三修社 2,800 2019/1
https://www.sanshu
sha.co.jp/np/isbn/9

784384059250/
9784384059250

102
一発合格! 日本語能力N3完全攻略テキスト&実践問題集
 解説に英語・中国語・ベトナム語訳付き

ナツメ社 1,800 2019/1
https://www.natsum
e.co.jp/books/10748

9784816365812
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