
03_03中級 リスト 2023/4/26 更新

●みんなの日本語

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※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 本体価格発刊年月 ＵＲＬ ＩＳＢＮ

1 みんなの日本語中級Ⅰ 本冊
スリーエー
ネットワーク

2,800 2008/11
http://www.3anet.
co.jp/ja/1099/

9784883194681

2 みんなの日本語中級Ⅰ 教え方の手引き
スリーエー
ネットワーク

2,500 2010/05
http://www.3anet.
co.jp/ja/1107/

9784883194919

3 みんなの日本語中級Ⅰ 標準問題集
スリーエー
ネットワーク

900 2012/05
http://www.3anet.
co.jp/ja/2780/

9784883195947

4 みんなの日本語中級Ⅰ くり返して覚える単語帳
スリーエー
ネットワーク

900 2015/03
http://www.3anet.
co.jp/ja/5290/

9784883197095

5
みんなの日本語中級Ⅰ 翻訳・文法解説 英語版
 中・韓・ベトナム・スペイン・ドイツ・フランス・ポルトガル版も有り

スリーエー
ネットワーク

1,600 2009/05
http://www.3anet.
co.jp/ja/1100/

9784883194926

6 みんなの日本語中級Ⅱ 本冊
スリーエー
ネットワーク

2,800 2012/04
http://www.3anet.
co.jp/ja/2777/

9784883195909

7 みんなの日本語中級Ⅱ 教え方の手引き
スリーエー
ネットワーク

2,500 2014/06
http://www.3anet.
co.jp/ja/4862/

9784883196852

8 みんなの日本語中級Ⅱ 標準問題集
スリーエー
ネットワーク

900 2016/07
http://www.3anet.
co.jp/ja/5634/

9784883197378

9 みんなの日本語中級Ⅱ くり返して覚える単語帳
スリーエー
ネットワーク

900 2016/12
http://www.3anet.
co.jp/ja/5862/

9784883197385

10
みんなの日本語中級Ⅱ 翻訳・文法解説 英語版
 中・韓・ベトナム・スペイン・ドイツ・フランス・ポルトガル版も有り

スリーエー
ネットワーク

1,800 2012/10
http://www.3anet.
co.jp/ja/3521/

9784883196142

●新日本語の中級

番号 表紙写真 書籍名 出版社 本体価格発刊年月 ＵＲＬ ＩＳＢＮ
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1 新日本語の中級 本冊
スリーエー
ネットワーク

2,700 2000/9
http://www.3anet.
co.jp/ja/1191/

9784883191611

2 新日本語の中級 教師用指導書
スリーエー
ネットワーク

2,000 2002/10
http://www.3anet.
co.jp/ja/1204/

9784883192328

3 新日本語の中級 ＣＤ
スリーエー
ネットワーク

4,100 2000/9
http://www.3anet.
co.jp/ja/1205/

9784883191635

4 新日本語の中級 会話場面・語彙イラストシート
スリーエー
ネットワーク

1,800 2003/08
http://www.3anet.
co.jp/ja/1206/

9784883192762

5
新日本語の中級 分冊 英語訳 改訂版
 韓・中・インドネシア・タイ・ベトナム語版も有り

スリーエー
ネットワーク

1,700 2003/10
http://www.3anet.
co.jp/ja/1192/

9784883192847

6
新日本語の中級 文法解説 英語版
  韓・中・インドネシア・タイ・ベトナム語版も有り

スリーエー
ネットワーク

1,600 2002/05
http://www.3anet.
co.jp/ja/1198/

9784883192304

●テーマ別中級から学ぶ日本語

番号 表紙写真 書籍名 出版社 本体価格発刊年月 ＵＲＬ ＩＳＢＮ

1
テーマ別中級から学ぶ日本語 本冊 改訂版

※品切れ

研究社 2,300 2003/7

http://books.kenk
yusha.co.jp/book/
978-4-327-
38443-2.html

9784327384432

2
テーマ別中級から学ぶ日本語 教師用マニュアル 改訂版

※在庫僅少

研究社 3,800 2003/9

http://books.kenk
yusha.co.jp/book/
978-4-327-
38444-9.html

9784327384449

3
テーマ別中級から学ぶ日本語 改訂版 ＣＤ2枚

※在庫僅少
研究社 3,500 2003/10

http://books.kenk
yusha.co.jp/book/
978-4-327-
99113-5.html

9784327991135

4
テーマ別中級から学ぶ日本語 ワークブック 改訂版

※在庫僅少

研究社 2,000 2004/9

http://webshop.k
enkyusha.co.jp/bo
ok/978-4-327-
38445-6.html

9784327384456

5
テーマ別中級から学ぶ日本語 改訂版 ワークＣＤ

※品切れ

研究社 7,000 2005/5

http://webshop.k
enkyusha.co.jp/bo
ok/978-4-327-
99114-2.html

9784327991142

6 テーマ別中級から学ぶ日本語 本冊 三訂版 研究社 2,300 2014/12

http://books.kenk
yusha.co.jp/book/
978-4-327-
38465-4.html

9784327384654
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7
『テーマ別 中級から学ぶ日本語（三訂版）』準拠
 力を伸ばす練習帳

研究社 1,000 2018/9

http://books.kenk
yusha.co.jp/book/
978-4-327-
38479-1.html

9784327384791

8 テーマ別中級から学ぶ日本語 本冊 三訂版 教師用教え方の手引き 研究社 3,800 2014/12

http://books.kenk
yusha.co.jp/book/
978-4-327-
38467-8.html

9784327384678

9 テーマ別中級から学ぶ日本語 三訂版 ワークブック 研究社 2,000 2015/4

http://books.kenk
yusha.co.jp/book/
978-4-327-
38466-1.html

9784327384661

10 テーマ別中級から学ぶ日本語 三訂版 ワークブックＣＤ 研究社 4,200 2015/4

http://books.kenk
yusha.co.jp/book/
978-4-327-
99133-3.html

9784327991333

11 「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

●その他中級書籍

番号 表紙写真 書籍名 出版社 本体価格発刊年月 ＵＲＬ ＩＳＢＮ

1 標準日本語 中級 同歩練習 (第二版) アスク出版 2,900 2019/4 ― 9784866392783

2
考える・理解する・伝える力が身につく
 日本語ロジカルトレーニング 中級

アルク 2,400 2018/9
https://ec.alc.co.j
p/book/7018039/

9784757430891

3 できる日本語中級 本冊 アルク 3,400 2013/4
http://ec.alc.co.jp
/book/7013029/

9784767422780

4 できる日本語 中級 ことば・表現ワークブック 凡人社 1,600 2018/5
http://bonjinsha.c
om/goods/detail?i
d=12627&pt=1

9784893589477

5
現代日本語中級総合講座

※品切れ

アルク 2,600 1998/10 ― 9784872348972

6 上級へのとびら くろしお出版 3,300 2009/07
http://www.9640.j
p/book_view/?447

9784874244470

日本語ブックス
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7
上級へのとびら 中級日本語を教える 教師の手引き
 例文 英語訳付き

くろしお出版 2,400 2011/09
http://www.9640.j
p/book_view/?529

9784874245293

8 上級へのとびら これで身につく文法力 くろしお出版 2,200 2012/11
http://www.9640.j
p/book_view/?570

9784874245705

9 上級へのとびら きたえよう漢字力 くろしお出版 2,200 2010/08
http://www.9640.j
p/book_view/?487

9784874244876

10
NIJ　テーマで学ぶ中級日本語
　音声WEBダウンロード可

くろしお出版 2,200 2018/11
http://www.9640.j
p/book_view/?775

9784874247754

11 イラストでわかる日本語表現　中級［改訂版］ 国書刊行会 1,600 2018/2
www.kokusho.co.j
p/np/isbn/97843
36062611/

9784336062611

12 ニューアプローチ中級日本語 基礎編 改訂版 語文研究社 2,700 2002/3

http://books-
online.jp/c-item-
detail?ic=9784931
315150

9784931315150

13 ニューアプローチ中級日本語 基礎編 改訂版 練習帳 語文研究社 839 2004/5

http://books-
online.jp/c-item-
detail?ic=9784931
315167

9784931315167

14 ニューアプローチ中級日本語 基礎編 聞き取り練習問題 語文研究社 1,524 2004/8

http://books-
online.jp/c-item-
detail?ic=9784931
315174

9784931315174

15
まるごと 日本のことばと文化 中級1 Ｂ1
 音声・補助教材 WEBダウンロード可

三修社 2,800 2016/10

http://www.sansh
usha.co.jp/np/det
ails.do?goods_id=4
290

9784384057591

16
まるごと 日本のことばと文化 中級2 Ｂ1
 音声・補助教材 WEBダウンロード可

三修社 3000 2017/10

http://www.sansh
usha.co.jp/np/det
ails.do?goods_id=4
373

9784384057607

17 ＩＮＴＥＲＭＥＤＩＡＴＥ ＪＡＰＡＮＥＳＥ 中級の日本語 改訂版
ジャパン
タイムズ

3,200 2008/7
http://ij.japantime
s.co.jp/

9784789013079

18 ＩＮＴＥＲＭＥＤＩＡＴＥ ＪＡＰＡＮＥＳＥ 中級の日本語 改訂版 ワークブック
ジャパン
タイムズ

1,500 2008/8
http://ij.japantime
s.co.jp/

9784789013086

19
４技能でひろがる 中級日本語カルテット I
 文法説明・単語に英語訳付き
 音声WEBダウンロード可

ジャパン
タイムズ

3,000 2019/7

https://bookclub.j
apantimes.co.jp/jp
/book/b456866.ht
ml

9784789016957

20
４技能でひろがる 中級日本語カルテット I
 ワークブック

ジャパン
タイムズ

1,500 2019/8

https://bookclub.j
apantimes.co.jp/jp
/book/b456877.ht
ml

9784789016964

日本語ブックス
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21
４技能でひろがる 中級日本語カルテット　II
 英語訳付き

ジャパン
タイムズ

3,000 2020/12

https://bookclub.j
apantimes.co.jp/jp
/book/b546854.ht
ml

9784789017459

22
４技能でひろがる 中級日本語カルテット　II　ワークブック
 英語訳付き

ジャパン
タイムズ

1,500 2020/12

https://bookclub.j
apantimes.co.jp/jp
/book/b546855.ht
ml

9784789017466

23 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.ht
ml

9784789018593

24
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.ht
ml

9784789018050

25
日本語中級Ｊ301 基礎から中級へ英語版
  韓国語・中国語版も有り

※すべて品切れ

スリーエー
ネットワーク

2,330 1995/7
http://www.3anet.
co.jp/ja/1290/

9784883190447

26
日本語中級Ｊ301 基礎から中級へ ＣＤ

※品切れ

スリーエー
ネットワーク

2,913 1995/10
http://www.3anet.
co.jp/ja/1294/

9784883190461

27 日本語中級Ｊ30 1 中級前期英語版 改訂版
スリーエー
ネットワーク

2,500 2016/11
http://www.3anet.
co.jp/ja/5820/

9784883197415

28

日本語中級Ｊ50 1 中級から上級へ 英語版 改訂版
 韓国語(初版)・中国語版(初版)もあり

※韓国語版のみ品切れ

スリーエー
ネットワーク

2,800 2001/1
http://www.3anet.
co.jp/ja/1295/

9784883192113

29 日本語中級Ｊ50 1 中級から上級へ 教師用マニュアル
スリーエー
ネットワーク

2,800 1999/11
http://www.3anet.
co.jp/ja/1298/

9784883191444

30 日本語中級Ｊ50 1 中級から上級へ ＣＤ
スリーエー
ネットワーク

3,400 2000/2
http://www.3anet.
co.jp/ja/1299/

9784883191451

31
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

32

中級を学ぼう 中級前期
 別冊 英語・中国語・韓国語訳付き

※旧版

スリーエー
ネットワーク

2,200 2007/9
http://www.3anet.
co.jp/ja/1275/

9784883194476

33
中級を学ぼう 中級中期
 学習項目一覧 英語・中国語・韓国語訳付き
 各種補助教材・ベトナム語訳 WEBダウンロード可

スリーエー
ネットワーク

2,400 2009/11
http://www.3anet.
co.jp/ja/1276/

9784883195091

34
中学生のにほんご 社会生活編
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

2,000 2019/11
https://www.3ane
t.co.jp/np/books/
3942/

9784883197996

日本語ブックス
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35

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.3ane
t.co.jp/np/books/
4040/

9784883199044

36

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.3ane
t.co.jp/np/books/
4042/

9784883199105

37
学ぼう！にほんご 中級
 解答例 出版社に問い合わせ

専門教育出版 1,800 2007/1

http://www.aikgro
up.co.jp/senmon/
catalog/manabou/
m04_release.htm

9784883244201

38 学ぼう！にほんご 中級 練習問題集 専門教育出版 1,200 2007/04

http://www.aikgro
up.co.jp/senmon/
catalog/manabou/
m05_release.htm

9784883244287

39 学ぼう！にほんご 中級 漢字練習帳 専門教育出版 1,700 2009/06

http://www.aikgro
up.co.jp/senmon/
catalog/manabou/
m06_release.htm

9784883244515

40 学ぼう!にほんご 中級 作文練習帳 専門教育出版 1,200 2018/1 ― 9784883244867

41
中級日本語教科書 わたしの見つけた日本
 英語・中国語・韓国語訳付き
 各種補助教材 WEBダウンロード可

東京大学出版
会

2,600 2013/10
http://www.utp.or.
jp/book/b306584.
html

9784130820189

42 進学する人のための日本語中級 本冊
日本学生支援

機構東京
2,190 2000/6

http://www.bonjin
sha.com/goods/d
etail?id=1295&pag
e=21&pt=8&disp_c
ount=20&name=1
&goods_order=1

なし

43 進学する人のための日本語中級 練習帳 1
日本学生支援

機構東京
1,100 2003/5

http://www.bonjin
sha.com/goods/d
etail?id=1296&pag
e=1&pt=4&disp_co
unt=20&name=進
学する人のため
の日本語中級
&goods_order=1

なし

44 進学する人のための日本語中級 練習帳2
日本学生支援

機構東京
1,100 2000/6

http://www.bonjin
sha.com/goods/d
etail?id=1298&pag
e=1&pt=4&disp_co
unt=20&name=進
学する人のため
の日本語中級
&goods_order=1

なし

45 進学する人のための日本語中級 漢字リスト 1
日本学生支援

機構東京
1,200 2000/6

http://www.bonjin
sha.com/goods/d
etail?id=1297&pag
e=1&pt=4&disp_co
unt=20&name=進
学する人のため
の日本語中級
&goods_order=1

なし

46 進学する人のための日本語中級 漢字リスト2
日本学生支援

機構東京
1,200 2000/6

http://www.bonjin
sha.com/goods/d
etail?id=1299&pag
e=1&pt=4&disp_co
unt=20&name=進
学する人のため
の日本語中級
&goods_order=1

なし

47
日本で学ぶ留学生のための中級日本語教科書 出会い
 解答・スライド資料 メールにて申し込み可

ひつじ書房 3,000 2015/7

http://www.hituzi.
co.jp/hituzibooks/
ISBN978-4-
89476-758-4.htm

9784894767584

48
日本で学ぶ留学生のための中級日本語教科書 出会い
別冊文型・表現練習帳

ひつじ書房 1,800 2016/3

http://hituzi.co.jp
/hituzibooks/ISB
N978-4-89476-
801-7.htm

9784894768017

日本語ブックス
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49 文化中級日本語Ⅰ（第2版ＣＤ付） 凡人社 3,000 2004/4

http://bonjinsha.c
om/goods/detail?i
d=812&page=1&pt
=4&disp_count=20
&name=文化中級
日本語
&goods_order=1

9784893587879

50 文化中級日本語Ⅱ（第2版ＣＤ付） 凡人社 3,300 2014/4

http://bonjinsha.c
om/goods/detail?i
d=11278&page=1&
pt=4&disp_count=
20&name=文化中
級日本語
&goods_order=1

9784893587893

51 中級日本語 上 新装改訂版 凡人社 2,000 2015/3

http://bonjinsha.c
om/goods/detail?i
d=11566&page=1&
pt=4&disp_count=
20&name=中級日
本語　上　新装改
訂版
&goods_order=1

9784893588869

52 中級日本語 下 新装改訂版 凡人社 2,000 2015/6

http://bonjinsha.c
om/goods/detail?i
d=11653&page=1&
pt=4&disp_count=
20&name=中級日
本語　下　新装改
訂版
&goods_order=1

9784893588876

53
初級から超級まで STEP式にほんご練習帳 自動詞・他動詞
 英語訳付き

ユニコム 1,300 2018/1

http://www.unico
m-
lra.co.jp/eccube/h
tml/products/det
ail.php?product_id
=69

9784896895032

54
初級から超級まで STEP式にほんご練習帳 授受表現
 英語訳付き

ユニコム 1,300 2018/1

http://www.unico
m-
lra.co.jp/eccube/h
tml/products/det
ail.php?product_id
=70

9784896895025

55
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 英語訳付き

ユニコム 1,300 2018/5

http://www.unico
m-
lra.co.jp/eccube/h
tml/products/det
ail.php?product_id
=71

9784896895049

56
初級から超級まで STEP式にほんご練習帳 助詞
 英語訳付き

ユニコム 1,300 2018/9

http://www.unico
m-

lra.co.jp/eccube/h
tml/products/det
ail.php?product_id

=72

9784896895056
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