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●国際交流基金 日本語教授法シリーズ

番号 表紙写真 書籍名 著者 出版社 本体価格 発刊年月 ＵＲＬ ＩＳＢＮ

1
国際交流基金 日本語教授法シリーズ1
日本語教師の役割／コースデザイン

国際交流基金 ひつじ書房 580 2006/09
http://www.hituzi
.co.jp/books/301.
html

9784894763012

2 国際交流基金 日本語教授法シリーズ2 音声を教える 国際交流基金 ひつじ書房 1,500 2009/02
http://www.hituzi
.co.jp/books/302.
html

9784894763029

3 国際交流基金 日本語教授法シリーズ3 文字・語彙を教える 国際交流基金 ひつじ書房 1,100 2011/03

http://www.hituzi
.co.jp/hituzibooks
/ISBN978-4-
89476-303-6.htm

9784894763036

4 国際交流基金 日本語教授法シリーズ4 文法を教える 国際交流基金 ひつじ書房 800 2010/03
http://www.hituzi
.co.jp/books/304.
html

9784894763043

5 国際交流基金 日本語教授法シリーズ5 聞くことを教える 国際交流基金 ひつじ書房 1,000 2008/02
http://www.hituzi
.co.jp/books/305.
html

9784894763050

6 国際交流基金 日本語教授法シリーズ6 話すことを教える 国際交流基金 ひつじ書房 800 2007/01
http://www.hituzi
.co.jp/books/306.
html

9784894763067

7 国際交流基金 日本語教授法シリーズ7 読むことを教える 国際交流基金 ひつじ書房 700 2006/06
http://www.hituzi
.co.jp/books/307.
html

9784894763074

8 国際交流基金 日本語教授法シリーズ8 書くことを教える 国際交流基金 ひつじ書房 900 2010/09

http://www.hituzi
.co.jp/hituzibooks
/ISBN978-4-
89476-308-1.htm

9784894763081

9 国際交流基金 日本語教授法シリーズ9 初級を教える 国際交流基金 ひつじ書房 700 2007/03
http://www.hituzi
.co.jp/books/309.
html

9784894763098

10 国際交流基金 日本語教授法シリーズ10 中・上級を教える 国際交流基金 ひつじ書房 1,300 2011/03

http://www.hituzi
.co.jp/hituzibooks
/ISBN978-4-
89476-310-4.htm

9784894763104

11
国際交流基金 日本語教授法シリーズ11
   日本事情・日本文化を教える

国際交流基金 ひつじ書房 900 2010/05

http://www.hituzi
.co.jp/hituzibooks
/ISBN978-4-
89476-311-1.htm

9784894763111

12 国際交流基金 日本語教授法シリーズ12 学習を評価する 国際交流基金 ひつじ書房 1,100 2011/03

http://www.hituzi
.co.jp/hituzibooks
/ISBN978-4-
89476-312-8.htm

9784894763128
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13 国際交流基金 日本語教授法シリーズ13 教え方を改善する 国際交流基金 ひつじ書房 900 2010/09

http://www.hituzi
.co.jp/hituzibooks
/ISBN978-4-
89476-313-5.htm

9784894763135

14 国際交流基金 日本語教授法シリーズ14 教材開発 国際交流基金 ひつじ書房 800 2008/05
http://www.hituzi
.co.jp/books/314.
html

9784894763142

●日本語教師の7つ道具シリーズ

番号 表紙写真 書籍名 著者 出版社 本体価格 発刊年月 ＵＲＬ ＩＳＢＮ

1 日本語教師の7つ道具シリーズ1 授業の作り方 Q&A 78編
大森雅美
鴻野豊子

アルク 2,000 2012/12
http://ec.alc.co.j
p/book/7013041
/

9784757422490

2 日本語教師の7つ道具シリーズ2 漢字授業の作り方編
大森雅美
鈴木英子

アルク 2,000 2013/06
https://ec.alc.co.
jp/book/7013042
/

9784757422858

3 日本語教師の7つ道具シリーズ3 作文授業の作り方編
大森雅美
鴻野豊子

アルク 2,000 2013/06
https://ec.alc.co.
jp/book/7013043
/

9784757422865

4 日本語教師の7つ道具シリーズ4 語彙授業の作り方編
大森雅美
鴻野豊子

アルク 2,000 2013/06
https://ec.alc.co.
jp/book/7013044
/

9784757422872

5 日本語教師の7つ道具シリーズ5 読解授業の作り方編
大森雅美
鴻野豊子

アルク 2,000 2013/12
https://ec.alc.co.
jp/book/7013045
/

9784757424050

6 日本語教師の7つ道具シリーズ6 聴解授業の作り方編 大森雅美 アルク 2,000 2013/12
https://ec.alc.co.
jp/book/7013046
/

9784757424067

7 日本語教師の7つ道具シリーズ7 会話授業の作り方編 鴻野豊子 アルク 2,000 2013/12
https://ec.alc.co.
jp/book/7013047
/

9784757424074

8 日本語教師の7つ道具シリーズ＋ 教案の作り方編
横溝紳一郎

坂本正
アルク 2,500 2016/03

https://ec.alc.co.
jp/book/7016018
/

9784757428010

●日本語教育叢書つくるシリーズ

番号 表紙写真 書籍名 著者 出版社 本体価格 発刊年月 ＵＲＬ ＩＳＢＮ

1
日本語教育叢書つくる テストを作る
 補助教材 WEBダウンロード可

村上京子
加納千恵子
衣川隆生
小林典子

酒井たか子

スリーエー
ネットワーク

1,800 2013/06
http://www.3anet
.co.jp/ja/4148/

9784883196432

日本語ブックス

http://www.hituzi.co.jp/hituzibooks/ISBN978-4-89476-313-5.htm
http://www.hituzi.co.jp/hituzibooks/ISBN978-4-89476-313-5.htm
http://www.hituzi.co.jp/hituzibooks/ISBN978-4-89476-313-5.htm
http://www.hituzi.co.jp/hituzibooks/ISBN978-4-89476-313-5.htm
http://www.hituzi.co.jp/books/314.html
http://www.hituzi.co.jp/books/314.html
http://www.hituzi.co.jp/books/314.html
http://ec.alc.co.jp/book/7013041/
http://ec.alc.co.jp/book/7013041/
http://ec.alc.co.jp/book/7013041/
https://ec.alc.co.jp/book/7013042/
https://ec.alc.co.jp/book/7013042/
https://ec.alc.co.jp/book/7013042/
https://ec.alc.co.jp/book/7013043/
https://ec.alc.co.jp/book/7013043/
https://ec.alc.co.jp/book/7013043/
https://ec.alc.co.jp/book/7013044/
https://ec.alc.co.jp/book/7013044/
https://ec.alc.co.jp/book/7013044/
https://ec.alc.co.jp/book/7013045/
https://ec.alc.co.jp/book/7013045/
https://ec.alc.co.jp/book/7013045/
https://ec.alc.co.jp/book/7013046/
https://ec.alc.co.jp/book/7013046/
https://ec.alc.co.jp/book/7013046/
https://ec.alc.co.jp/book/7013047/
https://ec.alc.co.jp/book/7013047/
https://ec.alc.co.jp/book/7013047/
https://ec.alc.co.jp/book/7016018/
https://ec.alc.co.jp/book/7016018/
https://ec.alc.co.jp/book/7016018/
http://www.3anet.co.jp/ja/4148/
http://www.3anet.co.jp/ja/4148/


2 日本語教育叢書つくる 読解教材を作る
平高史也
舘岡洋子

スリーエー
ネットワーク

2,000 2012/05
http://www.3anet
.co.jp/ja/2975/

9784883195961

3 日本語教育叢書つくる 漢字教材を作る

加納千恵子
大神智春
清水百合
郭俊海

石井奈保
美谷部弘子
石井恵理子

スリーエー
ネットワーク

1,800 2011/04
http://www.3anet
.co.jp/ja/1369/

9784883195633

4 日本語教育叢書つくる 会話教材を作る
尾﨑明人
椿由紀子
中井陽子

スリーエー
ネットワーク

1,800 2010/05
http://www.3anet
.co.jp/ja/1368/

9784883195282

5 日本語教育叢書つくる 聴解教材を作る 宮城幸枝
スリーエー
ネットワーク

2,000 2014/09
http://www.3anet
.co.jp/ja/4859/

9784883196821

6 日本語教育叢書つくる 教科書を作る
関正昭

平高史也
スリーエー
ネットワーク

1,800 2015/10
http://www.3anet
.co.jp/ja/5473/

9784883197231

7 日本語教育叢書つくる 作文教材を作る 村上治美
スリーエー
ネットワーク

1,800 2012/10
http://www.3anet
.co.jp/ja/3512/

9784883196135

●その他

番号 表紙写真 書籍名 著者 出版社 本体価格 発刊年月 ＵＲＬ ＩＳＢＮ

1 実践にほんご指導見なおし本 機能語指導編 K.A.I.T アスク出版 1,900 2003/8

http://www.gakur
aku.com/fs/gakur
aku/teacher/gd1
91

9784872174878

2 日本語教育 よくわかる教授法 小林ミナ アルク 2,000 2019/1
https://ec.alc.co.
jp/book/7018043
/

9784757433175

3 日本語の教え方ABC

寺田和子
三上京子

山形美保子
和栗雅子

アルク 1,900 1998/10
http://ec.alc.co.j
p/book/7098901
/

9784872349153

4 入門書き方の指導法 石田敏子 アルク 2,200 2007/10
https://ec.alc.co.
jp/book/7007145
/

9784757412712

5 日本語教師のための実践・漢字指導 濱川祐紀代 くろしお出版 2,200 2010/10
http://www.9640.
jp/book_view/?49
6

9784874244968

6 日本語教師のための実践・作文指導 石黒圭 くろしお出版 2,200 2014/10
http://www.9640.
jp/book_view/?63
6

9784874246368

7 一歩進んだ日本語文法の教え方1 庵功雄 くろしお出版 1,400 2017/06
http://www.nihon
go.9640.jp/books
/theory/736.html

9784874247365
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8 一歩進んだ日本語文法の教え方2 庵功雄 くろしお出版 1,500 2018/11
http://www.9640.
jp/book_view/?78
4

9784874247846

9 日本語教師が知らない動詞活用の教え方 海老原峰子 現代人文社 1,700 2015/7
http://www.genji
n.jp/book/b2765
24.html

9784877986124

●品切れ・重版未定

番号 表紙写真 書籍名 著者 出版社 本体価格 発刊年月 ＵＲＬ ＩＳＢＮ

1 実践にほんご指導見なおし本 語彙と文法指導編 K.A.I.T アスク出版 1,900 2003/10
http://www.gakur
aku.com/fs/gakur
aku/gd190

9784872174861
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