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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
EASY KANJI

※ルビ有り

ＩＢＣ
パブリッシング

1,200 2004/12

http://www.ibcpu
b.co.jp/japanese_l
anguage/978492
5080910.html

9784925080910

2
EASY AND FUN KANJI

※ルビ有り

IBC
パブリッシング

1,300 2017/9

http://www.ibcpu
b.co.jp/japanese_l
anguage/978479
4605016.html

9784794605016

3
KANJI PICT O GRAPHIX

※ルビ有り

ＩＢＣ
パブリッシング

1,500 2011/5

http://www.ibcpu
b.co.jp/japanese_l
anguage/978479
4600677.html

9784794600677

4

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

※ルビ有り

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

9784866393643

5

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

※ルビ有り

アスク出版 1,700 2021/4
https://www.ask-
books.com/jp/jlpt
kanji/

9784866393636

6

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

※ルビ有り

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

9784866393629

7

PRACTICAL KANJI 基礎500漢字
 英語・ベトナム語訳付き

※ルビ有り

アスク出版 2,400 2016/1
http://www.gakur
aku.com/fs/gakur
aku/gr100/gd216

9784872179750

8

PRACTICAL KANJI 基礎500漢字 Vol.2
 英語・ベトナム語訳付き

※ルビ有り

アスク出版 2,600 2016/8
http://www.gakur
aku.com/fs/gakur
aku/gr100/gd217

9784872179767

9

PRACTICAL KANJI 現代社会を読む700漢字 Vol. 1
 英語訳付き
 音声WEBダウンロード可

※ルビ有り

アスク出版 2,200 2018/7
https://www.ask-
books.com/978-
4-86639-207-3/

9784866392073

10

PRACTICAL KANJI 現代社会を読む700漢字 Vol. 2
 英語訳付き
 音声WEBダウンロード可
※ルビ有り

アスク出版 2,200 2019/7
https://www.ask-
books.com/978-
4-86639-283-7/

9784866392837

11

にほんご漢字トレーニング
 英語・韓国語・ポルトガル語翻訳付き

※ルビ有り

アスク出版 1,500 2011/11
http://www.gakur
aku.com/fs/gakur
aku/gr100/gd177

9784872177947

12

新装版1日15分の漢字練習 初級～初中級 上
英・中（簡体字・繁体字）・韓国語・タイ語・ベトナム語訳付き

※ルビ有り

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

9784757420120

13

新装版1日15分の漢字練習 初級～初中級 下
 英・中（簡体字・繁体字）・韓国語・タイ語・ベトナム語訳付き

※ルビ有り

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

9784757420137

14

1日15分の漢字練習 中級 上
 英・中（簡体字・繁体字）・韓国語・タイ語・ベトナム語訳付き

※ルビ有り

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

9784757420786

15

1日15分の漢字練習 中級 下
 英・中（簡体字・繁体字）・韓国語・タイ語・ベトナム語訳付き

※ルビ有り

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

9784757420793

日本語ブックス

http://www.ibcpub.co.jp/japanese_language/9784925080910.html
http://www.ibcpub.co.jp/japanese_language/9784925080910.html
http://www.ibcpub.co.jp/japanese_language/9784925080910.html
http://www.ibcpub.co.jp/japanese_language/9784925080910.html
http://www.ibcpub.co.jp/japanese_language/9784794605016.html
http://www.ibcpub.co.jp/japanese_language/9784794605016.html
http://www.ibcpub.co.jp/japanese_language/9784794605016.html
http://www.ibcpub.co.jp/japanese_language/9784794605016.html
http://www.ibcpub.co.jp/japanese_language/9784794600677.html
http://www.ibcpub.co.jp/japanese_language/9784794600677.html
http://www.ibcpub.co.jp/japanese_language/9784794600677.html
http://www.ibcpub.co.jp/japanese_language/9784794600677.html
http://www.gakuraku.com/fs/gakuraku/gr100/gd217
http://www.gakuraku.com/fs/gakuraku/gr100/gd217
http://www.gakuraku.com/fs/gakuraku/gr100/gd217
https://www.ask-books.com/978-4-86639-283-7/
https://www.ask-books.com/978-4-86639-283-7/
https://www.ask-books.com/978-4-86639-283-7/
http://www.gakuraku.com/fs/gakuraku/gr100/gd177
http://www.gakuraku.com/fs/gakuraku/gr100/gd177
http://www.gakuraku.com/fs/gakuraku/gr100/gd177
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/


16
どんどんつながる漢字練習帳 中級
 英語・中国語・ベトナム語・インドネシア語訳付き

アルク 2,000 2017/11
https://ec.alc.co.
jp/book/7017063
/

9784757430143

17
どんどんつながる漢字練習帳 初級
 英語・中国語・ベトナム語・インドネシア語訳付き

※ルビ有り

アルク 2,000 2015/1
http://ec.alc.co.j
p/book/7015002
/

9784757426184

18 どんどんつながる漢字練習帳 初級 イラスト＆漢字データ集 アルク 3,500 2015/4
http://ec.alc.co.j
p/book/7015024
/

9784757426269

19

漢字ビギナーズ
 英語・ベトナム語訳付き

※ルビ有り

アルク 2,000 2014/10
http://ec.alc.co.j
p/book/7014057
/

9784757424968

21 かんたんルールとパーツでおぼえる　きほんの漢字99 アルク 1,300 2020/9
https://ec.alc.co.
jp/book/7020061
/

9784757436473

22
漢字指導の手引き 学習指導要領準拠 第7版

※ルビ有り
教育出版 1,600 2011/12

http://www.kyoik
u-
shuppan.co.jp/bo
ok/book/cate5/c
ate509/sho-
1802.html

9784316802985

23

ストーリーで覚える漢字300 初級
 英語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語訳付き版
 (英語・インドネシア語・タイ語・ベトナム語訳付き版も有り)

※ルビ有り

くろしお出版 1,800 2007/12
http://nihongo.96
40.jp/books/stor
y/402.html

9784874244029

24

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

※ルビ有り

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

9784874246665

25

ストーリーで覚える漢字Ⅱ301～500 初中級
 英語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語訳付き版
 (英語・インドネシア語・タイ語・ベトナム語訳付き版も有り)

※ルビ有り

くろしお出版 1,800 2010/5
http://nihongo.96
40.jp/books/stor
y/481.html

9784874244814

26

上級へのとびら きたえよう漢字力
 英語訳付き

※ルビ有り

くろしお出版 2,200 2010/8
http://nihongo.96
40.jp/books/tobir
a/487.html

9784874244876

27
中国語母語話者のための漢字語彙研究
 母語知識を活かした教育をめざして

くろしお出版 3,400 2019/4
http://www.9640.
jp/book_view/?79
6

9784874247969

28

留学生のための漢字の教科書 初級300 改訂版第2版
 英・中・韓・インドネシア語・ベトナム語(漢越語)訳付き

※ルビ有り

国書刊行会 1,600 2017/4

http://www.koku
sho.co.jp/np/isbn
/9784336058737
/

9784336058737

29

留学生のための漢字の教科書 中級700［改訂版］
 英語・中国語・韓国語・インドネシア・ベトナム語（漢越語）訳付
き

※ルビ有り

国書刊行会 1,600 2017/2

http://www.koku
sho.co.
jp/np/isbn/9784
336061362/

9784336061362

30

留学生のための漢字の教科書 上級1000［改訂版］
 英・中・韓・インドネシア・ベトナム語（漢越語）訳付き

※ルビ有り

国書刊行会 1,800 2018/11

http://www.koku
sho.co.jp/np/isbn
/9784336063021
/

9784336063021

31

上級・超級日本語学習者のための考える漢字・語彙 上級編
 英語訳付き(解説 WEBダウンロード可)

※ルビ有り

ココ出版 2,000 2015/4

http://cocopb.co
m/cocobooks/bo
oksinfo/%E3%82%
A8%E3%83%B3%E
3%83%88%E3%83%
AA%E3%83%BC/2
015/4/18_978-4-

9784904595602

32

上級・超級日本語学習者のための考える漢字・語彙 超級編
 英語訳付き(解説 WEBダウンロード可)

※ルビ有り

ココ出版 2,400 2015/4

http://cocopb.co
m/cocobooks/bo
oksinfo/%E3%82%
A8%E3%83%B3%E
3%83%88%E3%83%
AA%E3%83%BC/2
015/4/18_978-4-

9784904595619

日本語ブックス

https://ec.alc.co.jp/book/7017063/
https://ec.alc.co.jp/book/7017063/
https://ec.alc.co.jp/book/7017063/
http://ec.alc.co.jp/book/7015002/
http://ec.alc.co.jp/book/7015002/
http://ec.alc.co.jp/book/7015002/
http://ec.alc.co.jp/book/7015024/
http://ec.alc.co.jp/book/7015024/
http://ec.alc.co.jp/book/7015024/
http://ec.alc.co.jp/book/7014057/
http://ec.alc.co.jp/book/7014057/
http://ec.alc.co.jp/book/7014057/
http://www.kyoiku-shuppan.co.jp/book/book/cate5/cate509/sho-1802.html
http://www.kyoiku-shuppan.co.jp/book/book/cate5/cate509/sho-1802.html
http://www.kyoiku-shuppan.co.jp/book/book/cate5/cate509/sho-1802.html
http://www.kyoiku-shuppan.co.jp/book/book/cate5/cate509/sho-1802.html
http://www.kyoiku-shuppan.co.jp/book/book/cate5/cate509/sho-1802.html
http://www.kyoiku-shuppan.co.jp/book/book/cate5/cate509/sho-1802.html
http://nihongo.9640.jp/books/story/402.html
http://nihongo.9640.jp/books/story/402.html
http://nihongo.9640.jp/books/story/402.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/story/481.html
http://nihongo.9640.jp/books/story/481.html
http://nihongo.9640.jp/books/story/481.html
http://nihongo.9640.jp/books/tobira/487.html
http://nihongo.9640.jp/books/tobira/487.html
http://nihongo.9640.jp/books/tobira/487.html
http://www.kokusho.co.jp/np/isbn/9784336058737/
http://www.kokusho.co.jp/np/isbn/9784336058737/
http://www.kokusho.co.jp/np/isbn/9784336058737/
http://www.kokusho.co.jp/np/isbn/9784336058737/
http://www.kokusho.co.jp/np/isbn/9784336061362/
http://www.kokusho.co.jp/np/isbn/9784336061362/
http://www.kokusho.co.jp/np/isbn/9784336061362/
http://www.kokusho.co.jp/np/isbn/9784336061362/
http://www.kokusho.co.jp/np/isbn/9784336063021/
http://www.kokusho.co.jp/np/isbn/9784336063021/
http://www.kokusho.co.jp/np/isbn/9784336063021/
http://www.kokusho.co.jp/np/isbn/9784336063021/
http://cocopb.com/cocobooks/booksinfo/%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC/2015/4/18_978-4-904595-60-2.html
http://cocopb.com/cocobooks/booksinfo/%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC/2015/4/18_978-4-904595-60-2.html
http://cocopb.com/cocobooks/booksinfo/%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC/2015/4/18_978-4-904595-60-2.html
http://cocopb.com/cocobooks/booksinfo/%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC/2015/4/18_978-4-904595-60-2.html
http://cocopb.com/cocobooks/booksinfo/%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC/2015/4/18_978-4-904595-60-2.html
http://cocopb.com/cocobooks/booksinfo/%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC/2015/4/18_978-4-904595-60-2.html
http://cocopb.com/cocobooks/booksinfo/%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC/2015/4/18_978-4-904595-60-2.html
http://cocopb.com/cocobooks/booksinfo/%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC/2015/4/18_978-4-904595-61-9.html
http://cocopb.com/cocobooks/booksinfo/%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC/2015/4/18_978-4-904595-61-9.html
http://cocopb.com/cocobooks/booksinfo/%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC/2015/4/18_978-4-904595-61-9.html
http://cocopb.com/cocobooks/booksinfo/%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC/2015/4/18_978-4-904595-61-9.html
http://cocopb.com/cocobooks/booksinfo/%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC/2015/4/18_978-4-904595-61-9.html
http://cocopb.com/cocobooks/booksinfo/%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC/2015/4/18_978-4-904595-61-9.html
http://cocopb.com/cocobooks/booksinfo/%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC/2015/4/18_978-4-904595-61-9.html


33

漢字だいじょうぶ！生活の中で学ぶ漢字のツボ
 英語訳付き

※ルビ有り

ココ出版 1,600 2013/10

http://cocopb.co
m/cocobooks/bo
oksinfo/%E3%82%
A8%E3%83%B3%E
3%83%88%E3%83%
AA%E3%83%BC/2
013/10/11_%E6%

9784904595404

34

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.sans
husha.co.jp/np/is
bn/97843840596
18/

9784384059618

35
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.sans
husha.co.jp/np/is
bn/97843840596
25/

9784384059625

36

漢字マスターN３　改訂版
 英語・中国語・ベトナム語訳付き

※ルビ有り

三修社 1,980 2021/9

https://www.sans
husha.co.jp/np/is
bn/97843840596
32/

9784384059632

37

漢字マスターN４　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 2021/4

https://www.sans
husha.co.jp/np/is
bn/97843840596
49/

9784384059649

38

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.sans
husha.co.jp/np/is
bn/97843840596
56/

9784384059656

39

日本語学習のためのよく使う順漢字2200
 英語訳付き(練習問題 WEBダウンロード可)

※ルビ有り

三省堂 2,500 2014/9

http://dictionary.
sanseido-
publ.co.jp/dicts/j
a/kanji2200/inde
x.html

9784385140742

40

ＫＡＮＪＩ ＩＮ ＣＯＮＴＥＸＴ 改訂新版 本冊
 英語訳付き

※ルビ有り

ジャパン
タイムズ

3,500 2013/12

http://bookclub.j
apantimes.co.jp/ti
tle/KANJI%20IN%
20CONTEXT%20%
5bRevised%20Edit
ion%5d

9784789015295

41

ＫＡＮＪＩ ＩＮ ＣＯＮＴＥＸＴ 改訂新版 Ｗｏｒｋｂｏｏｋ Ｖｏｌ．1
 英語訳付き

※ルビ有り

ジャパン
タイムズ

2,200 2013/12

http://bookclub.j
apantimes.co.jp/ti
tle/KANJI%20IN%
20CONTEXT%20%
5bRevised%20Edit
ion%5d%e3%80%80
Workbook%20%20

9784789015301

42

ＫＡＮＪＩ ＩＮ ＣＯＮＴＥＸＴ 改訂新版 Ｗｏｒｋｂｏｏｋ Ｖｏｌ．2
 英語訳付き

※ルビ有り

ジャパン
タイムズ

1,600 2013/12

http://bookclub.j
apantimes.co.jp/ti
tle/KANJI%20IN%
20CONTEXT%20%
5bRevised%20Edit
ion%5d%e3%80%80
Workbook%20%20

9784789015318

43

ＫＡＮＪＩ ＬＯＯＫ ＡＮＤ ＬＥＡＲＮ
 英語訳付き

※ルビ有り

ジャパン
タイムズ

1,800 2009/4

http://bookclub.j
apantimes.co.jp/ti
tle/KANJI%20LO
OK%20AND%20LE
ARN

9784789013499

44

ＫＡＮＪＩ ＬＯＯＫ ＡＮＤ ＬＥＡＲＮ ワークブック
 英語訳付き

※ルビ有り

ジャパン
タイムズ

1,200 2009/5

http://bookclub.j
apantimes.co.jp/ti
tle/KANJI%20LO
OK%20AND%20LE
ARN%20Workbook

9784789013505

45

KANJI PUZZLES & QUIZZES 漢字パズル&クイズ
 英語訳付き

※ルビ有り

ジャパン
タイムズ

1,200 2016/10

http://bookclub.j
apantimes.co.jp/ti
tle/KANJI%20PU
ZZLES%20%ef%bc
%86QUIZZES

9784789016520

46 日本語初級1 大地 漢字練習帳＜英語版＞
スリーエー
ネットワーク

1,400 2013/12
http://www.3anet
.co.jp/ja/4590/

9784883196746

47 日本語初級2 大地 漢字練習帳＜英語版＞
スリーエー
ネットワーク

1,400 2014/4
http://www.3anet
.co.jp/ja/4753/

9784883196845

48

ことばでおぼえる やさしい漢字ワーク 初級1
 -日本語初級1 大地準拠-
 解説に英語訳・ベトナム語訳付き
 教師用資料WEBダウンロード可

スリーエー
ネットワーク

1,200 2018/9
http://www.3aNe
t.co.jp/ja/6520/

9784883197798

日本語ブックス

http://cocopb.com/cocobooks/booksinfo/%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC/2013/10/11_%E6%BC%A2%E5%AD%97%E3%81%A0%E3%81%84%E3%81%98%E3%82%87%E3%81%86%E3%81%B6%EF%BC%81.html
http://cocopb.com/cocobooks/booksinfo/%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC/2013/10/11_%E6%BC%A2%E5%AD%97%E3%81%A0%E3%81%84%E3%81%98%E3%82%87%E3%81%86%E3%81%B6%EF%BC%81.html
http://cocopb.com/cocobooks/booksinfo/%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC/2013/10/11_%E6%BC%A2%E5%AD%97%E3%81%A0%E3%81%84%E3%81%98%E3%82%87%E3%81%86%E3%81%B6%EF%BC%81.html
http://cocopb.com/cocobooks/booksinfo/%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC/2013/10/11_%E6%BC%A2%E5%AD%97%E3%81%A0%E3%81%84%E3%81%98%E3%82%87%E3%81%86%E3%81%B6%EF%BC%81.html
http://cocopb.com/cocobooks/booksinfo/%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC/2013/10/11_%E6%BC%A2%E5%AD%97%E3%81%A0%E3%81%84%E3%81%98%E3%82%87%E3%81%86%E3%81%B6%EF%BC%81.html
http://cocopb.com/cocobooks/booksinfo/%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC/2013/10/11_%E6%BC%A2%E5%AD%97%E3%81%A0%E3%81%84%E3%81%98%E3%82%87%E3%81%86%E3%81%B6%EF%BC%81.html
http://cocopb.com/cocobooks/booksinfo/%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC/2013/10/11_%E6%BC%A2%E5%AD%97%E3%81%A0%E3%81%84%E3%81%98%E3%82%87%E3%81%86%E3%81%B6%EF%BC%81.html
http://dictionary.sanseido-publ.co.jp/dicts/ja/kanji2200/index.html
http://dictionary.sanseido-publ.co.jp/dicts/ja/kanji2200/index.html
http://dictionary.sanseido-publ.co.jp/dicts/ja/kanji2200/index.html
http://dictionary.sanseido-publ.co.jp/dicts/ja/kanji2200/index.html
http://dictionary.sanseido-publ.co.jp/dicts/ja/kanji2200/index.html
http://bookclub.japantimes.co.jp/title/KANJI IN CONTEXT %5bRevised Edition%5d
http://bookclub.japantimes.co.jp/title/KANJI IN CONTEXT %5bRevised Edition%5d
http://bookclub.japantimes.co.jp/title/KANJI IN CONTEXT %5bRevised Edition%5d
http://bookclub.japantimes.co.jp/title/KANJI IN CONTEXT %5bRevised Edition%5d
http://bookclub.japantimes.co.jp/title/KANJI IN CONTEXT %5bRevised Edition%5d
http://bookclub.japantimes.co.jp/title/KANJI IN CONTEXT %5bRevised Edition%5d
http://bookclub.japantimes.co.jp/title/KANJI IN CONTEXT %5bRevised Edition%5d%e3%80%80Workbook  Vol.1
http://bookclub.japantimes.co.jp/title/KANJI IN CONTEXT %5bRevised Edition%5d%e3%80%80Workbook  Vol.1
http://bookclub.japantimes.co.jp/title/KANJI IN CONTEXT %5bRevised Edition%5d%e3%80%80Workbook  Vol.1
http://bookclub.japantimes.co.jp/title/KANJI IN CONTEXT %5bRevised Edition%5d%e3%80%80Workbook  Vol.1
http://bookclub.japantimes.co.jp/title/KANJI IN CONTEXT %5bRevised Edition%5d%e3%80%80Workbook  Vol.1
http://bookclub.japantimes.co.jp/title/KANJI IN CONTEXT %5bRevised Edition%5d%e3%80%80Workbook  Vol.1
http://bookclub.japantimes.co.jp/title/KANJI IN CONTEXT %5bRevised Edition%5d%e3%80%80Workbook  Vol.1
http://bookclub.japantimes.co.jp/title/KANJI IN CONTEXT %5bRevised Edition%5d%e3%80%80Workbook  Vol.2
http://bookclub.japantimes.co.jp/title/KANJI IN CONTEXT %5bRevised Edition%5d%e3%80%80Workbook  Vol.2
http://bookclub.japantimes.co.jp/title/KANJI IN CONTEXT %5bRevised Edition%5d%e3%80%80Workbook  Vol.2
http://bookclub.japantimes.co.jp/title/KANJI IN CONTEXT %5bRevised Edition%5d%e3%80%80Workbook  Vol.2
http://bookclub.japantimes.co.jp/title/KANJI IN CONTEXT %5bRevised Edition%5d%e3%80%80Workbook  Vol.2
http://bookclub.japantimes.co.jp/title/KANJI IN CONTEXT %5bRevised Edition%5d%e3%80%80Workbook  Vol.2
http://bookclub.japantimes.co.jp/title/KANJI IN CONTEXT %5bRevised Edition%5d%e3%80%80Workbook  Vol.2
http://bookclub.japantimes.co.jp/title/KANJI LOOK AND LEARN
http://bookclub.japantimes.co.jp/title/KANJI LOOK AND LEARN
http://bookclub.japantimes.co.jp/title/KANJI LOOK AND LEARN
http://bookclub.japantimes.co.jp/title/KANJI LOOK AND LEARN
http://bookclub.japantimes.co.jp/title/KANJI LOOK AND LEARN
http://bookclub.japantimes.co.jp/title/KANJI LOOK AND LEARN Workbook
http://bookclub.japantimes.co.jp/title/KANJI LOOK AND LEARN Workbook
http://bookclub.japantimes.co.jp/title/KANJI LOOK AND LEARN Workbook
http://bookclub.japantimes.co.jp/title/KANJI LOOK AND LEARN Workbook
http://bookclub.japantimes.co.jp/title/KANJI LOOK AND LEARN Workbook
http://bookclub.japantimes.co.jp/title/KANJI PUZZLES %ef%bc%86QUIZZES
http://bookclub.japantimes.co.jp/title/KANJI PUZZLES %ef%bc%86QUIZZES
http://bookclub.japantimes.co.jp/title/KANJI PUZZLES %ef%bc%86QUIZZES
http://bookclub.japantimes.co.jp/title/KANJI PUZZLES %ef%bc%86QUIZZES
http://bookclub.japantimes.co.jp/title/KANJI PUZZLES %ef%bc%86QUIZZES
http://www.3anet.co.jp/ja/4590/
http://www.3anet.co.jp/ja/4590/
http://www.3anet.co.jp/ja/4753/
http://www.3anet.co.jp/ja/4753/


49

ことばでおぼえる やさしい漢字ワーク 初級2
 -日本語初級2 大地準拠-
 解説に英語訳・ベトナム語訳付き
 教師用資料WEBダウンロード可

スリーエー
ネットワーク

1,200 2018/12
http://www.3anet
.co.jp/ja/6594/

9784883197828

50 みんなの日本語初級Ⅰ 第2版 漢字練習帳
スリーエー
ネットワーク

900 2012/8
http://www.3anet
.co.jp/ja/3349/

9784883196029

51
みんなの日本語初級Ⅰ 第2版 漢字英語版
 ベトナム語版も有り(漢字練習シート WEBダウンロード可)

スリーエー
ネットワーク

1,800 2014/4
http://www.3anet
.co.jp/ja/4758/

9784883196838

52 みんなの日本語初級Ⅱ 第2版 漢字練習帳
スリーエー
ネットワーク

1,200 2014/7
http://www.3anet
.co.jp/ja/4860/

9784883196937

53
みんなの日本語初級Ⅱ 第2版 漢字英語版
 ベトナム語版も有り(漢字練習シート WEBダウンロード可)

スリーエー
ネットワーク

1,800 2017/2
http://www.3anet
.co.jp/ja/5905/

9784883197446

54

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

55
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

56

改訂版 例文で学ぶ漢字と言葉Ｎ2

※11回分のテストがダウンロード可
※ルビ有り

スリーエー
ネットワーク

1,800 2012/10
http://www.3anet
.co.jp/ja/3509/

9784883196111

57
例文で学ぶ漢字と言葉 練習帳
 英語・中国語・ポルトガル語・韓国語訳付き
 アマゾンのプリントオンデマンドでのみ購入可    ※ルビ有り

スリーエー
ネットワーク

書籍
1,000

オンデマ
ンド

1,400

2013/9

http://www.amaz
on.co.jp/%E4%BE
%8B%E6%96%87%E
3%81%A7%E5%AD
%A6%E3%81%B6%
E6%BC%A2%E5%A
D%97%E3%81%A8

9784883196623

58

Ｗｒｉｔｅ Ｎｏｗ！Ｋａｎｊｉ ｆｏｒ Ｂｅｇｉｎｎｅｒｓ
 英語訳付き
 ベトナム・トルコ・タイ語・その他各種補助教材 WEBダウンロー
ド可

※ルビ有り

スリーエー
ネットワーク

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

9784883194049

59
中国人のための漢字の読み方ハンドブック

※ルビ有り

スリーエー
ネットワーク

1,800 1997/12
http://www.3anet
.co.jp/ja/1391/

9784883190669

60 学ぼう！にほんご 初級1 漢字練習帳 専門教育出版 1,400 2015/11

http://www.aikgr
oup.co.jp/senmon
/catalog/manabo
u/m01_release.ht
m

9784883244270

61 学ぼう！にほんご 初級2 漢字練習帳 専門教育出版 1,400 2007/7

http://www.aikgr
oup.co.jp/senmon
/catalog/manabo
u/m02_release.ht
m

9784883244393

62 学ぼう！にほんご 初中級 漢字練習帳 専門教育出版 1,700 2007/3

http://www.aikgr
oup.co.jp/senmon
/catalog/manabo
u/m03_release.ht
m

9784883244416

63 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.aikgr
oup.co.jp/senmon
/catalog/manabo
u/m06_release.ht
m

9784883244515

64 学ぼう！にほんご 中上級 漢字練習帳 専門教育出版 1,700 2010/06

http://www.aikgr
oup.co.jp/senmon
/catalog/manabo
u/m05_release.ht
m

9784883244614

日本語ブックス

http://www.3anet.co.jp/ja/6594/
http://www.3anet.co.jp/ja/6594/
http://www.3anet.co.jp/ja/3349/
http://www.3anet.co.jp/ja/3349/
http://www.3anet.co.jp/ja/4758/
http://www.3anet.co.jp/ja/4758/
http://www.3anet.co.jp/ja/4860/
http://www.3anet.co.jp/ja/4860/
http://www.3anet.co.jp/ja/5905/
http://www.3anet.co.jp/ja/5905/
http://www.3anet.co.jp/ja/1175/
http://www.3anet.co.jp/ja/1175/
http://www.3anet.co.jp/ja/1178/
http://www.3anet.co.jp/ja/1178/
http://www.3anet.co.jp/ja/3509/
http://www.3anet.co.jp/ja/3509/
http://www.3anet.co.jp/ja/1311/
http://www.3anet.co.jp/ja/1311/
http://www.3anet.co.jp/ja/1311/
http://www.3anet.co.jp/ja/1311/
http://www.3anet.co.jp/ja/1311/
http://www.3anet.co.jp/ja/1311/
http://www.3anet.co.jp/ja/1311/
http://www.3anet.co.jp/ja/1313/
http://www.3anet.co.jp/ja/1313/
http://www.3anet.co.jp/ja/1391/
http://www.3anet.co.jp/ja/1391/
http://www.aikgroup.co.jp/senmon/catalog/manabou/m02_release.htm
http://www.aikgroup.co.jp/senmon/catalog/manabou/m02_release.htm
http://www.aikgroup.co.jp/senmon/catalog/manabou/m02_release.htm
http://www.aikgroup.co.jp/senmon/catalog/manabou/m02_release.htm
http://www.aikgroup.co.jp/senmon/catalog/manabou/m02_release.htm
http://www.aikgroup.co.jp/senmon/catalog/manabou/m03_release.htm
http://www.aikgroup.co.jp/senmon/catalog/manabou/m03_release.htm
http://www.aikgroup.co.jp/senmon/catalog/manabou/m03_release.htm
http://www.aikgroup.co.jp/senmon/catalog/manabou/m03_release.htm
http://www.aikgroup.co.jp/senmon/catalog/manabou/m03_release.htm
http://www.aikgroup.co.jp/senmon/catalog/manabou/m05_release.htm
http://www.aikgroup.co.jp/senmon/catalog/manabou/m05_release.htm
http://www.aikgroup.co.jp/senmon/catalog/manabou/m05_release.htm
http://www.aikgroup.co.jp/senmon/catalog/manabou/m05_release.htm
http://www.aikgroup.co.jp/senmon/catalog/manabou/m05_release.htm


65 学ぼう！にほんご 上級 漢字練習帳 専門教育出版 1,700 2010/11

http://www.aikgr
oup.co.jp/senmon
/catalog/manabo
u/m09_release.ht
m

9784883244645

66
語彙別漢字基準表

※ルビ有り
専門教育出版 9,334 1999/11

http://www.aikgr
oup.co.jp/senmon
/catalog/380/

9784883243808

67
総合表記練習

※ルビ有り
専門教育出版 1,400 1990/4

http://www.aikgr
oup.co.jp/senmon
/catalog/306/

9784883243068

68
Ｒｅａｄ ＪＡＰＡＮＥＳＥ Ｔｏｄａｙ

※ルビ有り

ＴＵＴＴＬＥ
ＰＵＢＬＩＳＨＩＮＧ

2,200 2009/11

http://tuttle.co.jp
/products/show/
isbn:9784805309
810

9784805309810

69
漢字がたのしくなる本 テキスト 1 改訂版 101字の基本漢字

※ルビ有り
太郎次郎社 1,000 2006/2

http://www.taroji
ro.co.jp/product/
75/

9784811805412

70
漢字がたのしくなる本 ワーク 1 基本漢字あそび

※ルビ有り
太郎次郎社 1,155 1991/8

http://www.taroji
ro.co.jp/product/
167/

9784811805078

71
漢字がたのしくなる本 テキスト 2 改訂版 128字のあわせ漢字

※ルビ有り
太郎次郎社 1,000 2006/2

http://www.taroji
ro.co.jp/product/
94/

9784811805429

72
漢字がたのしくなる本 ワーク 2 あわせ漢字あそび

※ルビ有り
太郎次郎社 1,155 1992/3

http://www.taroji
ro.co.jp/product/
174/

9784811805085

73
漢字がたのしくなる本 テキスト 3 改訂版 159の部首

※ルビ有り
太郎次郎社 1,000 2006/2

http://www.taroji
ro.co.jp/product/
103/

9784811805436

74
漢字がたのしくなる本 ワーク 3 部首あそび

※ルビ有り
太郎次郎社 1,155 1993/1

http://www.taroji
ro.co.jp/product/
183/

9784811805092

75
漢字がたのしくなる本 テキスト 4 146の音記号

※ルビ有り
太郎次郎社 1,000 1991/2

http://www.taroji
ro.co.jp/product/
137/

9784811805047

76
漢字がたのしくなる本 ワーク 4 漢字の音あそび-形声文字 1

※ルビ有り
太郎次郎社 1,155 1993/10

http://www.taroji
ro.co.jp/product/
193/

9784811805108

77
漢字がたのしくなる本 テキスト 5 142の音記号

※ルビ有り
太郎次郎社 1,000 1991/5

http://www.taroji
ro.co.jp/product/
151/

9784811805054

78
漢字がたのしくなる本 ワーク 5 形声文字あそび-形声文字 2

※ルビ有り
太郎次郎社 1,155 1994/3

http://www.taroji
ro.co.jp/product/
201/

9784811805115

79
漢字がたのしくなる本 テキスト 6 漢字の単語づくり

※ルビ有り
太郎次郎社 1,000 1991/10

http://www.taroji
ro.co.jp/product/
159/

9784811805061

80
漢字がたのしくなる本 ワーク 6 漢字の単語あそび

※ルビ有り
太郎次郎社 1,155 1994/5

http://www.taroji
ro.co.jp/product/
208/

9784811805122

日本語ブックス

http://www.aikgroup.co.jp/senmon/catalog/380/
http://www.aikgroup.co.jp/senmon/catalog/380/
http://www.aikgroup.co.jp/senmon/catalog/380/
http://www.aikgroup.co.jp/senmon/catalog/306/
http://www.aikgroup.co.jp/senmon/catalog/306/
http://www.aikgroup.co.jp/senmon/catalog/306/
http://tuttle.co.jp/products/show/isbn:9784805309810
http://tuttle.co.jp/products/show/isbn:9784805309810
http://tuttle.co.jp/products/show/isbn:9784805309810
http://tuttle.co.jp/products/show/isbn:9784805309810
http://www.tarojiro.co.jp/product/75/
http://www.tarojiro.co.jp/product/75/
http://www.tarojiro.co.jp/product/75/
http://www.tarojiro.co.jp/product/167/
http://www.tarojiro.co.jp/product/167/
http://www.tarojiro.co.jp/product/167/
http://www.tarojiro.co.jp/product/94/
http://www.tarojiro.co.jp/product/94/
http://www.tarojiro.co.jp/product/94/
http://www.tarojiro.co.jp/product/174/
http://www.tarojiro.co.jp/product/174/
http://www.tarojiro.co.jp/product/174/
http://www.tarojiro.co.jp/product/103/
http://www.tarojiro.co.jp/product/103/
http://www.tarojiro.co.jp/product/103/
http://www.tarojiro.co.jp/product/183/
http://www.tarojiro.co.jp/product/183/
http://www.tarojiro.co.jp/product/183/
http://www.tarojiro.co.jp/product/137/
http://www.tarojiro.co.jp/product/137/
http://www.tarojiro.co.jp/product/137/
http://www.tarojiro.co.jp/product/193/
http://www.tarojiro.co.jp/product/193/
http://www.tarojiro.co.jp/product/193/
http://www.tarojiro.co.jp/product/151/
http://www.tarojiro.co.jp/product/151/
http://www.tarojiro.co.jp/product/151/
http://www.tarojiro.co.jp/product/201/
http://www.tarojiro.co.jp/product/201/
http://www.tarojiro.co.jp/product/201/
http://www.tarojiro.co.jp/product/159/
http://www.tarojiro.co.jp/product/159/
http://www.tarojiro.co.jp/product/159/
http://www.tarojiro.co.jp/product/208/
http://www.tarojiro.co.jp/product/208/
http://www.tarojiro.co.jp/product/208/


81
漢字音符字典 増補改訂版

※ルビ有り
東京堂出版 2,200 2012/10

http://www.tokyo
doshuppan.com/b
ook/b104100.htm
l

9784490108255

82
漢字えほん

※ルビ有り
戸田デザイン 1,800 1994/12

http://www.assis
ton.co.jp/1330

9784924710399

83 My Favorite KANJI Book ナツメ社 1,000 2019/5
https://www.nats
ume.co.jp/books/
11257

9784816366468

84
Understanding through pictures 1000 KANJI
イラストで覚える漢字1000
 英語訳付き ※ルビ有り

ナツメ社 2,000 2017/4

http://www.natsu
me.co.jp/book/in
dex.php?action=s
how&code=00620
5&keyword=Unde
rstanding&x=0&y=
0&book_type=1

9784816362057

85 進学する人のための日本語初級 漢字リスト
日本学生支援

機構東京
1,100 1994/10

http://www.bonji
nsha.com/goods/
detail?id=1273&p
age=1&pt=7&disp_
count=20&name=
%E5%9B%BD%E9%
9A%9B%E5%AD%A

―

86 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.bonji
nsha.com/goods/
detail?id=1297&p
age=1&pt=4&disp_
count=20&name=
進学する人のた
めの日本語中級

―

87 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.bonji
nsha.com/goods/
detail?id=1299&p
age=1&pt=4&disp_
count=20&name=
進学する人のた
めの日本語中級

―

88

漢字たまご 初級
 英語訳付き(教師用資料 WEBダウンロード可)

※ルビ有り

凡人社 1,600 2012/6

http://www.bonji
nsha.com/goods/
detail?id=856&pag
e=1&pt=8&disp_c
ount=20&name=1
2&goods_order=1

9784893588319

89

漢字たまご 初中級
 英語訳付き(教師用資料 WEBダウンロード可)

※ルビ有り

凡人社 1,600 2013/4

http://www.bonji
nsha.com/goods/
detail?id=11396&
page=3&pt=8&dis
p_count=20&nam
e=12&goods_orde
r=1

9784893588326

90

ＢＡＳＩＣ ＫＡＮＪＩ ＷＯＲＫＢＯＯＫ 使って、身につく！漢字×語彙
1
 英語・中国語・韓国語訳付き

※ルビ有り

凡人社 1,600 2010/10

http://bonjinsha.
com/goods/detail
?id=778&page=1&
pt=4&disp_count=
20&name=KANJI
&goods_order=1

9784893587558

91

ＢＡＳＩＣ ＫＡＮＪＩ ＷＯＲＫＢＯＯＫ 使って、身につく！漢字×語彙
2
 英語・中国語・韓国語訳付き

※ルビ有り

凡人社 1,600 2016/10
http://bonjinsha.
com/goods/detail
?id=12059&pt=1

 9784893587565

92 日本語初歩 漢字練習帳1 凡人社 1,000 1996/8

http://www.bonji
nsha.com/goods/
detail?id=101&pag
e=1&pt=4&disp_c
ount=20&name=%
E6%97%A5%E6%9
C%AC%E8%AA%9E

9784893581044

93 日本語初歩 漢字練習帳2 凡人社 1,000 1995/6

http://www.bonji
nsha.com/goods/
detail?id=103&pag
e=1&pt=4&disp_c
ount=20&name=%
E6%97%A5%E6%9
C%AC%E8%AA%9E

9758105184893

94

Ｐｅｒｆｅｃｔ Ｍａｓｔｅｒ Ｋａｎａｊｉ Ｎ2
 英語訳付き

※ルビ有り

凡人社 1,600 2013/10

http://bonjinsha.
com/goods/detail
?id=892&page=3&
pt=8&disp_count=
20&name=12&goo
ds_order=1

9784893588692

95

ＩＮＴＥＲＭＥＤＩＡＴＥ ＫＡＮＪＩＢＯＯＫ VOL.1 改訂第3版
 英語訳付き

※ルビ有り

凡人社 3,200 2013/6
http://bonjinsha.
com/goods/detail
?id=11394&pt=4

9784893588104

96

マルチメディアで学ぶ基本漢字250 ＣＤ付き
 英語訳付き

※ルビ有り

マーナビ
教材開発

2,800 2007/2

http://www.marn
avi-
jp.com/nihongo/k
anji250.html

9784903719016

日本語ブックス

http://www.tokyodoshuppan.com/book/b104100.html
http://www.tokyodoshuppan.com/book/b104100.html
http://www.tokyodoshuppan.com/book/b104100.html
http://www.tokyodoshuppan.com/book/b104100.html
http://www.assiston.co.jp/1330
http://www.assiston.co.jp/1330
http://www.natsume.co.jp/book/index.php?action=show&code=006205&keyword=Understanding&x=0&y=0&book_type=1
http://www.natsume.co.jp/book/index.php?action=show&code=006205&keyword=Understanding&x=0&y=0&book_type=1
http://www.natsume.co.jp/book/index.php?action=show&code=006205&keyword=Understanding&x=0&y=0&book_type=1
http://www.natsume.co.jp/book/index.php?action=show&code=006205&keyword=Understanding&x=0&y=0&book_type=1
http://www.natsume.co.jp/book/index.php?action=show&code=006205&keyword=Understanding&x=0&y=0&book_type=1
http://www.natsume.co.jp/book/index.php?action=show&code=006205&keyword=Understanding&x=0&y=0&book_type=1
http://www.natsume.co.jp/book/index.php?action=show&code=006205&keyword=Understanding&x=0&y=0&book_type=1
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=1273&page=1&pt=7&disp_count=20&name=%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%AD%A6%E5%8F%8B%E4%BC%9A%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E5%AD%A6%E6%A0%A1&goods_order=1
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=1273&page=1&pt=7&disp_count=20&name=%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%AD%A6%E5%8F%8B%E4%BC%9A%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E5%AD%A6%E6%A0%A1&goods_order=1
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=1273&page=1&pt=7&disp_count=20&name=%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%AD%A6%E5%8F%8B%E4%BC%9A%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E5%AD%A6%E6%A0%A1&goods_order=1
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=1273&page=1&pt=7&disp_count=20&name=%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%AD%A6%E5%8F%8B%E4%BC%9A%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E5%AD%A6%E6%A0%A1&goods_order=1
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=1273&page=1&pt=7&disp_count=20&name=%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%AD%A6%E5%8F%8B%E4%BC%9A%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E5%AD%A6%E6%A0%A1&goods_order=1
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=1273&page=1&pt=7&disp_count=20&name=%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%AD%A6%E5%8F%8B%E4%BC%9A%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E5%AD%A6%E6%A0%A1&goods_order=1
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=1273&page=1&pt=7&disp_count=20&name=%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%AD%A6%E5%8F%8B%E4%BC%9A%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E5%AD%A6%E6%A0%A1&goods_order=1
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=856&page=1&pt=8&disp_count=20&name=12&goods_order=1
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=856&page=1&pt=8&disp_count=20&name=12&goods_order=1
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=856&page=1&pt=8&disp_count=20&name=12&goods_order=1
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=856&page=1&pt=8&disp_count=20&name=12&goods_order=1
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=856&page=1&pt=8&disp_count=20&name=12&goods_order=1
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=856&page=1&pt=8&disp_count=20&name=12&goods_order=1
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=11396&page=3&pt=8&disp_count=20&name=12&goods_order=1
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=11396&page=3&pt=8&disp_count=20&name=12&goods_order=1
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=11396&page=3&pt=8&disp_count=20&name=12&goods_order=1
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=11396&page=3&pt=8&disp_count=20&name=12&goods_order=1
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=11396&page=3&pt=8&disp_count=20&name=12&goods_order=1
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=11396&page=3&pt=8&disp_count=20&name=12&goods_order=1
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=11396&page=3&pt=8&disp_count=20&name=12&goods_order=1
http://bonjinsha.com/goods/detail?id=778&page=1&pt=4&disp_count=20&name=KANJI&goods_order=1
http://bonjinsha.com/goods/detail?id=778&page=1&pt=4&disp_count=20&name=KANJI&goods_order=1
http://bonjinsha.com/goods/detail?id=778&page=1&pt=4&disp_count=20&name=KANJI&goods_order=1
http://bonjinsha.com/goods/detail?id=778&page=1&pt=4&disp_count=20&name=KANJI&goods_order=1
http://bonjinsha.com/goods/detail?id=778&page=1&pt=4&disp_count=20&name=KANJI&goods_order=1
http://bonjinsha.com/goods/detail?id=778&page=1&pt=4&disp_count=20&name=KANJI&goods_order=1
http://bonjinsha.com/goods/detail?id=12059&pt=1
http://bonjinsha.com/goods/detail?id=12059&pt=1
http://bonjinsha.com/goods/detail?id=12059&pt=1
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=101&page=1&pt=4&disp_count=20&name=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E5%88%9D%E6%AD%A9&goods_order=1
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=101&page=1&pt=4&disp_count=20&name=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E5%88%9D%E6%AD%A9&goods_order=1
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=101&page=1&pt=4&disp_count=20&name=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E5%88%9D%E6%AD%A9&goods_order=1
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=101&page=1&pt=4&disp_count=20&name=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E5%88%9D%E6%AD%A9&goods_order=1
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=101&page=1&pt=4&disp_count=20&name=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E5%88%9D%E6%AD%A9&goods_order=1
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=101&page=1&pt=4&disp_count=20&name=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E5%88%9D%E6%AD%A9&goods_order=1
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=101&page=1&pt=4&disp_count=20&name=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E5%88%9D%E6%AD%A9&goods_order=1
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=103&page=1&pt=4&disp_count=20&name=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E5%88%9D%E6%AD%A9&goods_order=1
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=103&page=1&pt=4&disp_count=20&name=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E5%88%9D%E6%AD%A9&goods_order=1
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=103&page=1&pt=4&disp_count=20&name=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E5%88%9D%E6%AD%A9&goods_order=1
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=103&page=1&pt=4&disp_count=20&name=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E5%88%9D%E6%AD%A9&goods_order=1
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=103&page=1&pt=4&disp_count=20&name=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E5%88%9D%E6%AD%A9&goods_order=1
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=103&page=1&pt=4&disp_count=20&name=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E5%88%9D%E6%AD%A9&goods_order=1
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=103&page=1&pt=4&disp_count=20&name=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E5%88%9D%E6%AD%A9&goods_order=1
http://bonjinsha.com/goods/detail?id=892&page=3&pt=8&disp_count=20&name=12&goods_order=1
http://bonjinsha.com/goods/detail?id=892&page=3&pt=8&disp_count=20&name=12&goods_order=1
http://bonjinsha.com/goods/detail?id=892&page=3&pt=8&disp_count=20&name=12&goods_order=1
http://bonjinsha.com/goods/detail?id=892&page=3&pt=8&disp_count=20&name=12&goods_order=1
http://bonjinsha.com/goods/detail?id=892&page=3&pt=8&disp_count=20&name=12&goods_order=1
http://bonjinsha.com/goods/detail?id=892&page=3&pt=8&disp_count=20&name=12&goods_order=1
http://bonjinsha.com/goods/detail?id=11394&pt=4
http://bonjinsha.com/goods/detail?id=11394&pt=4
http://bonjinsha.com/goods/detail?id=11394&pt=4
http://www.marnavi-jp.com/nihongo/kanji250.html
http://www.marnavi-jp.com/nihongo/kanji250.html
http://www.marnavi-jp.com/nihongo/kanji250.html
http://www.marnavi-jp.com/nihongo/kanji250.html
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にほんご90日漢字ノート
 英語訳付き

※ルビ有り

ユニコム 2,800 2000/12
http://unicom-
lra.co.jp/ja90/ja9
0kj-1.html

9784896893786

98
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 ― 9784896895117

●品切れ/重版なし/重版未定の書籍

番号 表紙写真 書籍名 出版社 本体価格発刊年月 ＵＲＬ ＩＳＢＮ

1
改訂版 日本語能力試験 漢字ハンドブック
 英語・中国語（簡体字・繁体字)・韓国語訳付き

※品切れ

アルク 1,600 2011/3 ―
9784757419780

2

新にほんご＜生活の漢字＞漢字み～つけた
 テキスト説明 12ヶ国語版あり

※絶版　　　※ルビ有り

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

9784757419537

3

素敵な漢字
 英語訳付き

※出版社事業停止のため絶版　　　※ルビ有り

講談社
インター

ナショナル
1,800 2012/1

http://bookclub.k
odansha.co.jp/pro
duct?isbn=97840
62174817

9784770040947

4
漢字マスターＮ1

※旧版　　　※ルビ有り
三修社 2,000 2011/3

http://www.sans
husha.co.jp/np/d
etails.do?goods_id
=3666

9784384056310

5
漢字マスターＮ2

※旧版　　　※ルビ有り
三修社 1,800 2010/10

http://www.sans
husha.co.jp/np/d
etails.do?goods_id
=3578

9784384056327

6
漢字マスターＮ3

※旧版　　　※ルビ有り
三修社 1,800 2011/6

http://www.sans
husha.co.jp/np/d
etails.do?goods_id
=3696

9784384056334

7
漢字マスターＮ4

※旧版　　　※ルビ有り
三修社 1,800 2012/4

http://www.sans
husha.co.jp/np/d
etails.do?goods_id
=3823

9784384056341

8
漢字マスターＮ5

※旧版　　　※ルビ有り
三修社 1,800 2011/11

http://www.sans
husha.co.jp/np/d
etails.do?goods_id
=3748

9784384056358

9
パーツでおぼえるしょきゅうの漢字Ｖｏｌ．1

※取扱不可　　　※ルビ有り
創拓社出版 940 2011/2 ― 9784871382502

10
パーツでおぼえるしょきゅうの漢字Ｖｏｌ．2

※取扱不可　　　※ルビ有り
創拓社出版 940 2011/12 ― 9784871382533

11
Ｔｈｅ Ｆｉｒｓｔ 100 JＡＰＡＮＥＳＥ ＫＡＮＪＩ

※品切れ・重版なし

ＴＵＴＴＬＥ
ＰＵＢＬＩＳＨＩＮＧ

1,600 -

http://tuttle.co.jp
/products/show/
isbn:9784805310
083

9784805310083

12
Ｔｈｅ Ｓｅｃｏｎｄ 100 JＡＰＡＮＥＳＥ ＫＡＮＪＩ

※品切れ・重版未定

ＴＵＴＴＬＥ
ＰＵＢＬＩＳＨＩＮＧ

1,800 -

http://tuttle.co.jp
/products/show/
isbn:9784805310
090

9784805310090

日本語ブックス

http://unicom-lra.co.jp/ja90/ja90kj-1.html
http://unicom-lra.co.jp/ja90/ja90kj-1.html
http://unicom-lra.co.jp/ja90/ja90kj-1.html
http://ec.alc.co.jp/book/7010047/
http://ec.alc.co.jp/book/7010047/
http://ec.alc.co.jp/book/7010047/
http://bookclub.kodansha.co.jp/product?isbn=9784062174817
http://bookclub.kodansha.co.jp/product?isbn=9784062174817
http://bookclub.kodansha.co.jp/product?isbn=9784062174817
http://bookclub.kodansha.co.jp/product?isbn=9784062174817
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3666
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3666
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3666
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3666
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3578
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3578
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3578
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3578
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3696
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3696
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3696
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3696
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3823
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3823
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3823
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3823
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3748
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3748
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3748
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3748

