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番号 表紙写真 書籍名 出版社 本体価格発刊年月 ＵＲＬ ＩＳＢＮ

1
あたらしいじっせんにほんご　技能実習編
 絵カード WEBダウンロード可

ＡＪＡＬＴ 1,800 2011/2
https://www.ajalt.
org/textbook/pra
ctice/

9784906096206

2
あたらしいじっせんにほんご　技能実習編 中国語版
 英語・ベトナム語・インドネシア語版もあり

ＡＪＡＬＴ 1,500 2012/4
https://www.ajalt.
org/textbook/pra
ctice/

9784906096213

3 あたらしいじっせんにほんご　れんしゅうちょう　技能実習編 ＡＪＡＬＴ 1,500 2011/3
https://www.ajalt.
org/textbook/pra
ctice/

9784906096282

4 あたらしいじっせんにほんご　かなワークブック　技能実習編 ＡＪＡＬＴ 500 2012/5
https://www.ajalt.
org/textbook/pra
ctice/

9784906096275

5
あたらしいじっせんにほんご　研修生のための文法入門　中国語
版

ＡＪＡＬＴ 500 2004/5
https://www.ajalt.
org/textbook/pra
ctice/

9784906096251

6
あたらしいじっせんにほんご２
 働く日本語学習者のために
 音声WEBダウンロード可

ＡＪＡＬＴ 1,600 2019/9

https://onlinesho
p.jitco.or.jp/shopd
etail/0000000000
77/ct38/page1/r
ecommend/

9784906096299

7
あたらしいじっせんにほんご２
 働く日本語学習者のために　ベトナム語版

ＡＪＡＬＴ 1,400 2020/3

https://onlinesho
p.jitco.or.jp/shopd
etail/0000000000
78/ct13/page1/r
ecommend/

9784906096305

8 じっせんにほんご　指導員用参考書 ＡＪＡＬＴ 971 2006/4
https://www.ajalt.
org/textbook/pra
ctice/

9784906096091

9
どうぞ　よろしく　来日前研修編
 中国語・インドネシア語版あり

※英語版 販売終了

ＪＩＴＣＯ
国際研修
協力機構

3,800 2002/3

https://onlinesho
p.jitco.or.jp/shopd
etail/0000000000
62/?category_cod
e=ct21&sort=ord
er&page=1

―

10
外国人技能実習生のための日本語　実習現場編　技能実習生用
 ８カ国（英・中・越・インドネシア・フィリピン・タイ・カンボジア・ミャン
マー）語用語集付き

ＪＩＴＣＯ
国際研修
協力機構

2,200 2018/8

https://onlinesho
p.jitco.or.jp/shopd
etail/0000000000
65/ct13/page1/r
ecommend/

9784909423542

11 外国人技能実習生のための日本語　実習現場編　指導員用
ＪＩＴＣＯ

国際研修
協力機構

2,500 ―

https://onlinesho
p.jitco.or.jp/shop/
shopdetail.html?b
randcode=000000
000066&search=%
B3%B0%B9%F1%B
F%CD%B5%BB%C7

9784909423559

12 外国人技能実習生のための日本語　実習現場編　練習問題集
ＪＩＴＣＯ

国際研修
協力機構

2,100 ―

https://onlinesho
p.jitco.or.jp/shopd
etail/0000000000
67/ct35/page1/r
ecommend/

―

 日本語ブックス

https://onlineshop.jitco.or.jp/shopdetail/000000000062/?category_code=ct21&sort=order&page=1
https://onlineshop.jitco.or.jp/shopdetail/000000000062/?category_code=ct21&sort=order&page=1
https://onlineshop.jitco.or.jp/shopdetail/000000000062/?category_code=ct21&sort=order&page=1
https://onlineshop.jitco.or.jp/shopdetail/000000000062/?category_code=ct21&sort=order&page=1
https://onlineshop.jitco.or.jp/shopdetail/000000000062/?category_code=ct21&sort=order&page=1
https://onlineshop.jitco.or.jp/shopdetail/000000000062/?category_code=ct21&sort=order&page=1


13
外国人技能実習生のための日本語　生活基礎編
 用語集（英語・中国語・インドネシア語訳）付き

ＪＩＴＣＯ
国際研修
協力機構

2,000 1996/3

https://onlinesho
p.jitco.or.jp/shopd
etail/0000000000
32/?category_cod
e=ct18&sort=ord
er&page=1

―

14 外国人技能実習生のための日本語　日常生活編
ＪＩＴＣＯ

国際研修
協力機構

2,000 1996/3

https://onlinesho
p.jitco.or.jp/shopd
etail/0000000000
33/?category_cod
e=ct18&sort=ord
er&page=1

―

15
外国人研修生のための日本語　一般用語集　中国語版
 インドネシア語版もあり

ＪＩＴＣＯ
国際研修
協力機構

2,000 1999/9

https://onlinesho
p.jitco.or.jp/shop/
shopdetail.html?b
randcode=000000
000034&search=%
B3%B0%B9%F1%B
F%CD%B8%A6%BD

―

16
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.3an
et.co.jp/np/books
/4230/

9784883198757

17
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.3an
et.co.jp/np/books
/4232/

9784883198764

18
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

900 2021/4
https://www.3an
et.co.jp/np/books
/4234/

9784883198849

19
新日本語の基礎Ⅰ 本冊 漢字かなまじり版
 ローマ字版も有り

スリーエー
ネットワーク

2,505 1990/6
http://www.3anet
.co.jp/ja/1112/

9784906224517

20 新日本語の基礎Ⅰ 教師用指導書
スリーエー
ネットワーク

2,718 1992/1
http://www.3anet
.co.jp/ja/1158/

9784906224685

21 新日本語の基礎Ⅰ 標準問題集
スリーエー
ネットワーク

825 1994/3
http://www.3anet
.co.jp/ja/1181/

9784883190027

22
新日本語の基礎Ⅰ かな練習帳 英語版
 中・スペイン・ポルトガル語版も有り

スリーエー
ネットワーク

680 1994/10
http://www.3anet
.co.jp/ja/1171/

9784906224289

23

新日本語の基礎Ⅰ 漢字練習帳英語版
 スペイン・ポルトガル語版も有り

※ポルトガル語版は品切れ

スリーエー
ネットワーク

1,748 1994/10
http://www.3anet
.co.jp/ja/1175/

9784906224289

24

新日本語の基礎Ⅰ 分冊 英語訳
 韓・中・インドネシア・タイ・ビルマ・ベトナム・スペイン
 ロシア・フランス・ポルトガル・ビルマ語版も有り

※ロシア・フランス・ポルトガル語版は品切れ

スリーエー
ネットワーク

1,505 1990/1
http://www.3anet
.co.jp/ja/1116/

9784906224524

25

新日本語の基礎Ⅰ 文法解説 英語版
 韓・中・インドネシア・タイ・ベトナム・スペイン
 ロシア・フランス・ポルトガル語版も有り

※韓国・ロシア・フランス語版は品切れ

スリーエー
ネットワーク

1,650 1992/4
http://www.3anet
.co.jp/ja/1138/

9784906224692

 日本語ブックス

https://onlineshop.jitco.or.jp/shopdetail/000000000032/?category_code=ct18&sort=order&page=1
https://onlineshop.jitco.or.jp/shopdetail/000000000032/?category_code=ct18&sort=order&page=1
https://onlineshop.jitco.or.jp/shopdetail/000000000032/?category_code=ct18&sort=order&page=1
https://onlineshop.jitco.or.jp/shopdetail/000000000032/?category_code=ct18&sort=order&page=1
https://onlineshop.jitco.or.jp/shopdetail/000000000032/?category_code=ct18&sort=order&page=1
https://onlineshop.jitco.or.jp/shopdetail/000000000032/?category_code=ct18&sort=order&page=1
https://onlineshop.jitco.or.jp/shopdetail/000000000033/?category_code=ct18&sort=order&page=1
https://onlineshop.jitco.or.jp/shopdetail/000000000033/?category_code=ct18&sort=order&page=1
https://onlineshop.jitco.or.jp/shopdetail/000000000033/?category_code=ct18&sort=order&page=1
https://onlineshop.jitco.or.jp/shopdetail/000000000033/?category_code=ct18&sort=order&page=1
https://onlineshop.jitco.or.jp/shopdetail/000000000033/?category_code=ct18&sort=order&page=1
https://onlineshop.jitco.or.jp/shopdetail/000000000033/?category_code=ct18&sort=order&page=1
https://onlineshop.jitco.or.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000000034&search=%B3%B0%B9%F1%BF%CD%B8%A6%BD%A4%C0%B8%A4%CE%A4%BF%A4%E1%A4%CE%C6%FC%CB%DC%B8%EC&sort=
https://onlineshop.jitco.or.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000000034&search=%B3%B0%B9%F1%BF%CD%B8%A6%BD%A4%C0%B8%A4%CE%A4%BF%A4%E1%A4%CE%C6%FC%CB%DC%B8%EC&sort=
https://onlineshop.jitco.or.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000000034&search=%B3%B0%B9%F1%BF%CD%B8%A6%BD%A4%C0%B8%A4%CE%A4%BF%A4%E1%A4%CE%C6%FC%CB%DC%B8%EC&sort=
https://onlineshop.jitco.or.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000000034&search=%B3%B0%B9%F1%BF%CD%B8%A6%BD%A4%C0%B8%A4%CE%A4%BF%A4%E1%A4%CE%C6%FC%CB%DC%B8%EC&sort=
https://onlineshop.jitco.or.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000000034&search=%B3%B0%B9%F1%BF%CD%B8%A6%BD%A4%C0%B8%A4%CE%A4%BF%A4%E1%A4%CE%C6%FC%CB%DC%B8%EC&sort=
https://onlineshop.jitco.or.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000000034&search=%B3%B0%B9%F1%BF%CD%B8%A6%BD%A4%C0%B8%A4%CE%A4%BF%A4%E1%A4%CE%C6%FC%CB%DC%B8%EC&sort=
https://onlineshop.jitco.or.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000000034&search=%B3%B0%B9%F1%BF%CD%B8%A6%BD%A4%C0%B8%A4%CE%A4%BF%A4%E1%A4%CE%C6%FC%CB%DC%B8%EC&sort=
http://www.3anet.co.jp/ja/1112/
http://www.3anet.co.jp/ja/1112/
http://www.3anet.co.jp/ja/1158/
http://www.3anet.co.jp/ja/1158/
http://www.3anet.co.jp/ja/1181/
http://www.3anet.co.jp/ja/1181/
http://www.3anet.co.jp/ja/1171/
http://www.3anet.co.jp/ja/1171/
http://www.3anet.co.jp/ja/1175/
http://www.3anet.co.jp/ja/1175/
http://www.3anet.co.jp/ja/1116/
http://www.3anet.co.jp/ja/1116/
http://www.3anet.co.jp/ja/1138/
http://www.3anet.co.jp/ja/1138/


26 新日本語の基礎Ⅰ 会話ビデオ ＮＴＳＣ方式
スリーエー
ネットワーク

10,000 ― ― ―

27
新日本語の基礎Ⅱ 本冊漢字かなまじり版
 ローマ字版も有り

スリーエー
ネットワーク

2,524 1993/3
http://www.3anet
.co.jp/ja/1114/

9784906224821

28 新日本語の基礎Ⅱ 教師用指導書
スリーエー
ネットワーク

2,718 1994/10
http://www.3anet
.co.jp/ja/1159/

9784883190157

29 新日本語の基礎Ⅱ 標準問題集
スリーエー
ネットワーク

874 1994/3
http://www.3anet
.co.jp/ja/1182/

9784883190027

30
新日本語の基礎Ⅱ 漢字練習帳英語版
 ポルトガル・スペイン語版も有り

スリーエー
ネットワーク

1,748 1994/12
http://www.3anet
.co.jp/ja/1178/

9784883190034

31

新日本語の基礎Ⅱ 分冊 英語訳
 韓・中・インドネシア・タイ・ビルマ・ベトナム・スペイン
 ロシア・フランス・ポルトガル・ビルマ語版も有り

※ロシア・フランス・ビルマ語版は品切れ

スリーエー
ネットワーク

1,553 1993/3
http://www.3anet
.co.jp/ja/1127/

9784906224838

32

新日本語の基礎Ⅱ 文法解説 英語訳
 韓・中・インドネシア・タイ・ベトナム・スペイン
 ロシア・フランス・ポルトガル語版も有り

※タイ・ロシア・ポルトガル語版は品切れ

スリーエー
ネットワーク

1,748 1994/3
http://www.3anet
.co.jp/ja/1148/

9784883190065

33 新日本語の基礎Ⅱ 会話ビデオ ＮＴＳＣ方式
スリーエー
ネットワーク

10,000 ― ― ―

34 技能実習生のためのにほんご100時間 ＴＯＰランゲージ 2,300 1992/4
http://www.topla
nguage.co.jp/serv
ice/books/

9784893581839

35
技能実習生のためのにほんご100時間　中国語版
 ベトナム語、スペイン語、英語版も有り

ＴＯＰランゲージ 1,500 2016/6
http://www.topla
nguage.co.jp/serv
ice/books/

9784893581976

36 にほんご100時間　CD ＴＯＰランゲージ 1,500 ―
https://www.topl
anguage.co.jp/ser
vice/books/

―

37 にほんご100時間 指導マニュアルCD ＴＯＰランゲージ 1,500 ―
http://www.topla
nguage.co.jp/boo
k/index.html

―

38 にほんご１００時間　練習問題集 ＴＯＰランゲージ 1,200 ―
http://www.topla
nguage.co.jp/boo
k/index.html

―

 日本語ブックス

http://www.3anet.co.jp/ja/1114/
http://www.3anet.co.jp/ja/1114/
http://www.3anet.co.jp/ja/1159/
http://www.3anet.co.jp/ja/1159/
http://www.3anet.co.jp/ja/1182/
http://www.3anet.co.jp/ja/1182/
http://www.3anet.co.jp/ja/1178/
http://www.3anet.co.jp/ja/1178/
http://www.3anet.co.jp/ja/1127/
http://www.3anet.co.jp/ja/1127/
http://www.3anet.co.jp/ja/1148/
http://www.3anet.co.jp/ja/1148/
http://www.3anet.co.jp/ja/1110/


39
外国人のための介護のにほんご100時間
 英語版・ベトナム語版・インドネシア語版も有り

TOPランゲージ 各2,000 2018/7

http://www.bonji
nsha.com/goods/
detail?id=12736&
pt=1

9784925201032

●品切れ/絶版の書籍

番号 表紙写真 書籍名 出版社 本体価格発刊年月 ＵＲＬ ＩＳＢＮ

1 外国人研修生のための日本語　安全・衛生編
ＪＩＴＣＯ

国際研修
協力機構

2,000 1995/3
https://www.jitco
.or.jp/ja/service/
material/

―

2 しょくばのにほんご
グローカル

エデュケーショ
ン

2,100 2007/3

http://www.glocal
-
ed.jp/kyouzai.htm
l

―

3 しょくばのにほんご　指導マニュアル
グローカル

エデュケーショ
ン

3,000 2007/4

http://www.glocal
-
ed.jp/kyouzai.htm
l

―

4 にほんごではたらこう　１
グローカル

エデュケーショ
ン

3,000 2007/1

http://www.glocal
-
ed.jp/kyouzai.htm
l

―

5 にほんごではたらこう　２
グローカル

エデュケーショ
ン

1,505 2007/5

http://www.glocal
-
ed.jp/kyouzai.htm
l

―

6 にほんごではたらこう 指導マニュアル
グローカル

エデュケーショ
ン

2,248 2007/1

http://www.glocal
-
ed.jp/kyouzai.htm
l

―

 日本語ブックス

http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=12736&pt=1
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=12736&pt=1
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=12736&pt=1
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=12736&pt=1
http://www.glocal-ed.jp/kyouzai.html
http://www.glocal-ed.jp/kyouzai.html
http://www.glocal-ed.jp/kyouzai.html
http://www.glocal-ed.jp/kyouzai.html

