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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
はじめての日本語能力試験 N4 単語1500
タイ語・インドネシア語版(音声・模擬試験 WEBダウンロード
可)

アスク出版 1,400 2019/10

https://www.ask
-
books.com/jp/haj
imete-jlpt/

9784866392974

2
新装版1日15分の漢字練習 初級～初中級 上
 英語・中国語・韓国語・タイ語・ベトナム語訳付き

アルク 1,800 2011/8
http://www.alc.c
o.jp/book/70110
58/

9784757420120

3
新装版1日15分の漢字練習 初級～初中級 下
 英語・中国語・韓国語・タイ語・ベトナム語訳付き

アルク 1,800 2011/8
http://ec.alc.co.j
p/book/7011059
/

9784757420137

4
1日15分の漢字練習 中級 上
 英語・中国語・韓国語タイ語・ベトナム語訳付き

アルク 2,000 2012/2
http://ec.alc.co.j
p/book/7012006
/

9784757420786

5
1日15分の漢字練習 中級 下
 英語・中国語・韓国語・タイ語・ベトナム語訳付き

アルク 2,000 2012/2
http://ec.alc.co.j
p/book/7012007
/

9784757420793

6
新にほんご＜生活の漢字＞漢字み～つけた
 テキスト紹介説明 12ヶ国語有り

アルク 1,800 2011/1
http://ec.alc.co.j
p/book/7010047
/

9784757419537

7
ストーリーで覚える漢字300 初級
英語・インドネシア語・タイ語・ベトナム語訳付き

くろしお出版 1,800 2008/11
http://nihongo.96
40.jp/books/stor
y/428.html

9784874244289

8
ストーリーで覚える漢字300 ワークブック
 英語・インドネシア語・タイ語・ベトナム語訳付き 初級
 音声 WEBダウンロード可

くろしお出版 1,600 2015/6
http://nihongo.96
40.jp/books/stor
y/666.html

9784874246665

9
ストーリーで覚える漢字Ⅱ301～500 初中級
 英語・インドネシア語・タイ語・ベトナム訳付き

くろしお出版 1,800 2012/8
http://nihongo.96
40.jp/books/stor
y/561.html

9784874245613

10
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・ベトナム語訳付き

くろしお出版 1,400 2013/12
http://nihongo.96
40.jp/books/Sha
dowing/606.html

9784874246061

11
シャドーイング 日本語を話そう中～上級編
 インドネシア語・タイ語・ベトナム語訳付き

くろしお出版 1,800 2014/6
http://nihongo.96
40.jp/books/Sha
dowing/625.html

9784874246252

12
シャドーイング 日本語を話そう 就職・アルバイト・進学面接
編
 インドネシア語・タイ語・ベトナム語訳付き

くろしお出版 1,800 2016/11
http://www.9640.
jp/book_view/?71
9

9784874247198

13
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.964
0.jp/nihongo/ja/
detail/?858

9784874248584

日本語ブックス

http://www.alc.co.jp/book/7011058/
http://www.alc.co.jp/book/7011058/
http://www.alc.co.jp/book/7011058/
http://ec.alc.co.jp/book/7011059/
http://ec.alc.co.jp/book/7011059/
http://ec.alc.co.jp/book/7011059/
http://ec.alc.co.jp/book/7012006/
http://ec.alc.co.jp/book/7012006/
http://ec.alc.co.jp/book/7012006/
http://ec.alc.co.jp/book/7012007/
http://ec.alc.co.jp/book/7012007/
http://ec.alc.co.jp/book/7012007/
http://ec.alc.co.jp/book/7010047/
http://ec.alc.co.jp/book/7010047/
http://ec.alc.co.jp/book/7010047/
http://nihongo.9640.jp/books/story/428.html
http://nihongo.9640.jp/books/story/428.html
http://nihongo.9640.jp/books/story/428.html
http://nihongo.9640.jp/books/story/666.html
http://nihongo.9640.jp/books/story/666.html
http://nihongo.9640.jp/books/story/666.html
http://nihongo.9640.jp/books/Shadowing/606.html
http://nihongo.9640.jp/books/Shadowing/606.html
http://nihongo.9640.jp/books/Shadowing/606.html
http://nihongo.9640.jp/books/Shadowing/625.html
http://nihongo.9640.jp/books/Shadowing/625.html
http://nihongo.9640.jp/books/Shadowing/625.html
http://www.9640.jp/book_view/?719
http://www.9640.jp/book_view/?719
http://www.9640.jp/book_view/?719


14 日本語文型辞典 タイ語版 くろしお出版 2,800 2012/2
http://nihongo.96
40.jp/books/bunk
ei-jiten/543.html

9784874245439

15
まるごと 日本のことばと文化 入門 りかい Ａ1
 タイ語版語彙帳有り（ユーザー登録が必要）

三修社 1,700 2013/9
https://www.mar
ugoto.org/about/

9784384057539

16
日本語単語スピードマスターＢＡＳＩＣ1800
 タイ語・ベトナム語・インドネシア語訳付き

Jリサーチ出版 1,800 2012/8

http://www.jrese
arch.co.jp/isbn97
8-4-86392-113-
9/

9784863921139

17
日本語単語スピードマスター ＳＴＡＮＤＡＲＤ 2400
 タイ語・ベトナム語・インドネシア語訳付き

Jリサーチ 出版 1,600 2015/5

http://www.jrese
arch.co.jp/isbn97
8-4-86392-230-
3/

9784863922303

18
日本語単語スピードマスター ＩＮＴＥＲＭＥＤＩＡＴＥ 2500
 タイ語・ベトナム語・インドネシア語訳付き

Jリサーチ 出版 1,800 2015/8

http://www.jrese
arch.co.jp/isbn97
8-4-86392-238-
9/

9784863922389

19
日本語単語スピードマスター ＡＤＶＡＮＣＥＤ 2800
 タイ語・ベトナム語・インドネシア語訳付き

Jリサーチ 出版 1,800 2015/12

http://www.jrese
arch.co.jp/isbn97
8-4-86392-251-
8/

9784863922518

20
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/book
s/4230/

9784883198757

21
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/book
s/4232/

9784883198764

22

ゲンバの日本語 単語帳 製造業 働く外国人のための
 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/book
s/4234/

9784883198849

23

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.3an
et.co.jp/np/book
s/4238/

9784883199013

24

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.3an
et.co.jp/np/book
s/4236/

9784883199006

25
みんなの日本語初級Ⅰ 第2版 初級で読めるトピック25
 語彙訳 別冊に有り

スリーエー
ネットワーク

1,400 2014/12
http://www.3ane
t.co.jp/ja/5173/

9784883196890

26
みんなの日本語 初級I 翻訳・文法解説 タイ語版
 正誤表 WEBダウンロード可

スリーエー
ネットワーク

2,000 2013/7
http://www.3ane
t.co.jp/ja/4290/

9784883196449

27
みんなの日本語初級II  第2版 初級で読めるトピック25
 語彙訳 別冊に有り

スリーエー
ネットワーク

1,400 2016/1
http://www.3ane
t.co.jp/ja/5492/

9784883196890
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28
みんなの日本語 初級II 翻訳・文法解説 タイ語版
 正誤表 WEBダウンロード可

スリーエー
ネットワーク

2,000 2013/7
http://www.3ane
t.co.jp/ja/4290/

9784883196449

29
日本語初級1 大地 メインテキスト
 タイ語語彙訳・お役立ちリンク集 WEBダウンロード可

スリーエー
ネットワーク

2,800 2008/10
http://www.3ane
t.co.jp/ja/1209/

9784883194766

30
日本語初級2 大地 メインテキスト
 タイ語語彙訳・お役立ちリンク集 WEBダウンロード可

スリーエー
ネットワーク

2,800 2009/10
http://www.3ane
t.co.jp/ja/1215/

9784883195077

31 新日本語の基礎Ⅰ 文法解説書 タイ語版
スリーエー
ネットワーク

1,650 1992/4
http://www.3ane
t.co.jp/ja/1139/

9784906224746

32 新日本語の基礎Ⅰ 分冊 タイ語訳
スリーエー
ネットワーク

1,505 1990/6
http://www.3ane
t.co.jp/ja/1117/

9784906224548

33
新日本語の基礎Ⅱ 文法解説書 タイ語版

※品切れ

スリーエー
ネットワーク

1,748 1994/4
http://www.3ane
t.co.jp/ja/1149/

9784883190096

34 新日本語の基礎Ⅱ 分冊 タイ語訳
スリーエー
ネットワーク

1,553 1993/3
http://www.3ane
t.co.jp/ja/1128/

9784906224852

35 新日本語の中級 文法解説書 タイ語版
スリーエー
ネットワーク

1,600 2004/9
http://www.3ane
t.co.jp/ja/1201/

9784883193165

36 新日本語の中級 分冊 タイ語版
スリーエー
ネットワーク

1,700 2004/9
http://www.3ane
t.co.jp/ja/1195/

9784883193134

37
Ｗｒｉｔｅ Now! Kanji for Beginners
 本文タイ語訳・その他各種補助教材 WEBダウンロード可

スリーエー
ネットワーク

1,900 2006/10
http://www.3ane
t.co.jp/ja/1313/

9784883194049

38 一人で学べるひらがなかたかな タイ語版
スリーエー
ネットワーク

1,400 2004/7
http://www.3ane
t.co.jp/ja/1168/

9784883193103

39
文化初級日本語Ⅰ テキスト 改訂版
 タイ語語彙リスト・その他各種補助教材 WEBダウンロード
可

凡人社 2,800 2013/7
http://www.bunk
a-bi.ac.jp/text/

9784893588586

40
文化初級日本語 II テキスト 改訂版
 タイ語語彙リスト・その他各種補助教材 WEBダウンロード
可

凡人社 2,800 2013/8
http://www.bunk
a-bi.ac.jp/text/

9784893588593
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