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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N1漢字 800
 英語・ベトナム語訳付き

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

9784866393643

2
はじめての日本語能力試験N1単語3000
 韓国語・ベトナム語版(音声・模擬試験 WEBダウンロード可)

アスク出版 1,700 2019/9
https://www.ask-
books.com/jp/haj
imete-jlpt/

9784866392998

3
はじめての日本語能力試験 N1単語 3000
 英語・中国語訳付き(音声・模擬試験 WEBダウンロード可)
 【単語】模擬試験１回分

アスク出版 1,800 2017/4

http://www.ask-
books.com/jlpt%e
5%8d%98%e8%aa%
9eN1/

9784872179859

4
文字・語い・文法まとめドリル 新にほんご500問 N1
 英語・中国語・韓国語訳付き

アスク出版 1,200 2015/4

http://www.gakur
aku.com/fs/gakur
aku/500moN/gd1
55

9784872179439

5 TRY!N1 英語版（改訂版） アスク出版 1,800 2013/5
http://www.ask-
books.com/tryN1
/

9784872178494

6
TRY!N1 語彙リスト 英語版
  無料ダウンロードも可

アスク出版 1,000 2014/4 ― 9784872178944

7 TRY!N1 中国語版 アスク出版 1,800 2014/9
http://www.ask-
books.com/tryN1
c/

9784872179163

8
TRY! 日本語能力試験N１ 文法から伸ばす日本語
 ベトナム語改訂新版
 語彙リスト無料ダウンロード可

アスク出版 1,800 2021/2
https://www.ask-
books.com/jp/jlpt
-try/

9784866393339

9
TRY!N1 語彙リスト ベトナム語版
 無料ダウンロードも可

アスク出版 1,000 2014/4 ― 9784872178999

10
日本語能力試験 徹底トレーニング N1文法
 【文法】実戦問題５回分

アスク出版 1,300 2010/11
http://www.gakur
aku.com/fs/gakur
aku/JLPT/gd128

9784872177701

11
日本語能力試験 徹底トレーニング N1読解
 【読解】実戦模試２回分

アスク出版 1,400 2012/10
http://www.gakur
aku.com/fs/gakur
aku/JLPT/gd131

9784872177770

日本語ブックス

https://www.ask-books.com/jp/hajimete-jlpt/
https://www.ask-books.com/jp/hajimete-jlpt/
https://www.ask-books.com/jp/hajimete-jlpt/
http://www.gakuraku.com/fs/gakuraku/500mon/gd155
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http://www.gakuraku.com/fs/gakuraku/500mon/gd155
http://www.gakuraku.com/fs/gakuraku/JLPT/gd128
http://www.gakuraku.com/fs/gakuraku/JLPT/gd128
http://www.gakuraku.com/fs/gakuraku/JLPT/gd128
http://www.gakuraku.com/fs/gakuraku/JLPT/gd131
http://www.gakuraku.com/fs/gakuraku/JLPT/gd131
http://www.gakuraku.com/fs/gakuraku/JLPT/gd131


12
日本語能力試験 徹底トレーニング N1文字・語彙
 【文字・語彙】実戦模試５回分

アスク出版 1,400 2012/4
http://www.gakur
aku.com/fs/gakur
aku/JLPT/gd129

9784872178142

13 日本語パワードリル N1文法 アスク出版 880 2011/6

http://www.gakur
aku.com/fs/gakur
aku/powerdrill/gd
138

9784872177824

14 日本語パワードリル N1文字・語彙 アスク出版 880 2010/10

http://www.gakur
aku.com/fs/gakur
aku/powerdrill/gd
132

9784872177671

15
増補改訂版 日本語総まとめ Ｎ１文法
英語・中国語・韓国語訳付き
 模擬試験２回分

アスク出版 1,200 2022/05
https://www.ask-
books.com/jp/so
matome/

9784866394862

16
日本語総まとめ N1読解
 英語・中国語・韓国語訳付き
 模擬試験２回分

アスク出版 1,200 2010/11

http://www.gakur
aku.com/fs/gakur
aku/Somatome/g
d25

9784872177657

17
日本語総まとめ N1聴解
 英語・中国語・韓国語訳付き
 模擬試験２回分

アスク出版 1,600 2011/11

http://www.gakur
aku.com/fs/gakur
aku/Somatome/g
d26

9784872177916

18
増補改訂版 日本語総まとめ N１ 語彙
 英語・中国語・韓国語訳付き
 模擬試験２回分

アスク出版 1,320 2022/10
https://www.ask-
books.com/jp/so
matome/

9784866394985

19
増補改訂版 日本語総まとめ Ｎ１漢字
英語・中国語・韓国語訳付き
 模擬試験２回分

アスク出版 1,200 2022/08
https://www.ask-
books.com/jp/so
matome/

9784866394923

20

増補改訂版 日本語総まとめ Ｎ１文法
英語・ベトナム語版
 模擬試験２回分

アスク出版 1,200 2022/09
https://www.ask-
books.com/jp/so
matome/

9784866395043

21
日本語総まとめ N1 読解
 英語・ベトナム語版
 模擬試験２回分

アスク出版 1,200 2019/1
https://www.ask-
books.com/978-
4-86639-242-4/

9784866392424

22
日本語総まとめ N1 聴解
 英語・ベトナム語版
 模擬試験２回分

アスク出版 1,600 2019/1
https://www.ask-
books.com/978-
4-86639-243-1/

9784866392431

23
増補改訂版 日本語総まとめN１語彙
 英語・ベトナム語版
 模擬試験２回分

アスク出版 1,320 2023/02
https://www.ask-
books.com/jp/so
matome/

9784866395166

日本語ブックス

http://www.gakuraku.com/fs/gakuraku/JLPT/gd129
http://www.gakuraku.com/fs/gakuraku/JLPT/gd129
http://www.gakuraku.com/fs/gakuraku/JLPT/gd129
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http://www.gakuraku.com/fs/gakuraku/powerdrill/gd132
http://www.gakuraku.com/fs/gakuraku/powerdrill/gd132
http://www.gakuraku.com/fs/gakuraku/powerdrill/gd132
http://www.gakuraku.com/fs/gakuraku/Somatome/gd25
http://www.gakuraku.com/fs/gakuraku/Somatome/gd25
http://www.gakuraku.com/fs/gakuraku/Somatome/gd25
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https://www.ask-books.com/978-4-86639-242-4/
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https://www.ask-books.com/978-4-86639-243-1/
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https://www.ask-books.com/978-4-86639-243-1/


24
増補改訂版 日本語総まとめ N１漢字
 英語・ベトナム語版
 模擬試験４回分

アスク出版 1,320 2022/12

https://www.ask-
books.com/jp/so
matome/%e6%97%
a5%e6%9c%ac%e8
%aa%9e%e7%b7%8f
%e3%81%be%e3%8
1%a8%e3%82%81-
%e3%82%ab%e3%8

9784866395104

25
キクタン日本語 日本語能力試験 N1
 英語・中国語・ベトナム語訳付き

アルク 2,200 2019/8
https://ec.alc.co.j
p/book/7019033
/

9784757433557

26 合格できる 日本語能力試験 N1 アルク 2,200 2010/4
http://www.alc.co
.jp/book/7010026
/

9784757418776

27
日本語能力試験 スーパー模試 N1
 模擬試験３回分

アルク 2,400 2011/5
http://www.alc.co
.jp/book/7011042
/

9784757419933

28 パターン別 徹底ドリル 日本語能力試験 N1 アルク 2,200
2010/8

http://www.alc.co
.jp/book/7010031
/

9784757419094

29 耳から覚える文法トレーニングN1 アルク 1,600 2010/5
http://www.alc.co
.jp/book/7010037
/

9784757418783

30 耳から覚える聴解トレーニングN1 アルク 2,000 2011/8
http://www.alc.co
.jp/book/7011045
/

9784757420021

31
改訂版　耳から覚える日本語能力試験　語彙トレーニングN１
 英語・中国語・韓国語・ベトナム語訳付き

アルク 2,000 2021/3
https://www.alc.c
o.jp/entry/70210
14

9784757436893

32
JLPTリアル模試 N１
 音声WEBダウンロード可
 模擬試験２回分＋オンライン模擬試験（無料）１回分

アルク 1,980 2023/4
https://www.alc.c
o.jp/entry/70230
12

9784757440227

33 レベルアップトレーニング 文法N1 アルク 1,800 2012/6
http://www.alc.co
.jp/book/7012061
/

9784757422094

34
直前対策 N1文字・語彙・文法
 【文字・語彙・文法】模擬テスト１５回分

国書刊行会 1,400 2010/9

http://www.kokus
ho.co.jp/Np/isbN
/9784336052841
/

9784336052841

35
使う順と連想マップで学ぶ漢字＆語彙 日本語能力試験N1
 練習問題 WEBダウンロード可

国書刊行会 1,800 2012/10

http://www.kokus
ho.co.jp/Np/isbN
/9784336055613
/

9784336055613

日本語ブックス

https://ec.alc.co.jp/book/7019033/
https://ec.alc.co.jp/book/7019033/
https://ec.alc.co.jp/book/7019033/
http://www.alc.co.jp/book/7010026/
http://www.alc.co.jp/book/7010026/
http://www.alc.co.jp/book/7010026/
http://www.alc.co.jp/book/7011042/
http://www.alc.co.jp/book/7011042/
http://www.alc.co.jp/book/7011042/
http://www.alc.co.jp/book/7010031/
http://www.alc.co.jp/book/7010031/
http://www.alc.co.jp/book/7010031/
http://www.alc.co.jp/book/7010037/
http://www.alc.co.jp/book/7010037/
http://www.alc.co.jp/book/7010037/
http://www.alc.co.jp/book/7011045/
http://www.alc.co.jp/book/7011045/
http://www.alc.co.jp/book/7011045/
http://www.alc.co.jp/book/7012061/
http://www.alc.co.jp/book/7012061/
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http://www.kokusho.co.jp/np/isbn/9784336052841/
http://www.kokusho.co.jp/np/isbn/9784336052841/
http://www.kokusho.co.jp/np/isbn/9784336052841/
http://www.kokusho.co.jp/np/isbn/9784336052841/
http://www.kokusho.co.jp/np/isbn/9784336055613/
http://www.kokusho.co.jp/np/isbn/9784336055613/
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http://www.kokusho.co.jp/np/isbn/9784336055613/


36 20日で合格 N1文字・語彙・文法 国書刊行会 1,300 2012/11

http://www.kokus
ho.co.jp/Np/isbN
/9784336056306
/

9784336056306

37
日本語能力試験 N1予想問題集 改訂版
 解説 英語・中国語訳付き

国書刊行会 1,500 2011/6

http://www.kokus
ho.co.jp/Np/isbN
/9784336053497
/#wt

9784336053497

38 とりあえず日本語能力試験対策 N1 文法 ココ出版 880 2021/8
https://cocopb.c
om/books/978-
4-86676-040-7/

9784866760407

39 とりあえず日本語能力試験対策 N1 読解 ココ出版 880 2021/8
https://cocopb.c
om/books/978-
4-86676-042-1/

9784866760421

40
とりあえず日本語能力試験対策 N１ 聴解
 音声WEBダウンロード可

ココ出版 1,200 2022/5
https://cocopb.c
om/books/978-
4-86676-043-8/

9784866760438

41 とりあえず日本語能力試験対策 N1 文字・語彙 ココ出版 880 2021/8
https://cocopb.c
om/books/978-
4-86676-041-4/

9784866760414

42
完全攻略問題集
 上級N1の文法 [第3版] 日本語能力試験

語文研究社 1,300  2011/1

http://books-
oNliNe.jp/c-
item-
detail?ic=978493
1315723

9784931315723

43

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

44
日本語能力試験対策 N1文法総まとめ
 英語・中国語訳付き

三修社 1,600 2012/2

http://www.saNs
husha.co.jp/Np/d
etails.do?goods_id
=3803

9784384056853

45 日本語能力試験対策 N1文法問題集 三修社 1,200 2012/10

http://www.saNs
husha.co.jp/Np/d
etails.do?goods_id
=3890

9784384056860

46
日本語能力試験対策 N1漢字・語彙
 語彙の例文 英語・中国語訳付き

三修社 2,400 2013/10

http://www.saNs
husha.co.jp/Np/d
etails.do?goods_id
=4021

9784384057621

47
N1 文法スピードマスター
 【文法】模擬試験２回分

Ｊリサーチ出版 1,200 2011/10

http://www.jrese
arch.co.jp/isbN97
8-4-86392-072-
9/

9784863920729

日本語ブックス

http://www.kokusho.co.jp/np/isbn/9784336056306/
http://www.kokusho.co.jp/np/isbn/9784336056306/
http://www.kokusho.co.jp/np/isbn/9784336056306/
http://www.kokusho.co.jp/np/isbn/9784336056306/
http://www.kokusho.co.jp/np/isbn/9784336053497/#wt
http://www.kokusho.co.jp/np/isbn/9784336053497/#wt
http://www.kokusho.co.jp/np/isbn/9784336053497/#wt
http://www.kokusho.co.jp/np/isbn/9784336053497/#wt
http://books-online.jp/c-item-detail?ic=9784931315723
http://books-online.jp/c-item-detail?ic=9784931315723
http://books-online.jp/c-item-detail?ic=9784931315723
http://books-online.jp/c-item-detail?ic=9784931315723
http://books-online.jp/c-item-detail?ic=9784931315723
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3803
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3803
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3803
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3803
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3890
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3890
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3890
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=3890
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4021
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4021
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4021
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4021
http://www.jresearch.co.jp/isbn978-4-86392-072-9/
http://www.jresearch.co.jp/isbn978-4-86392-072-9/
http://www.jresearch.co.jp/isbn978-4-86392-072-9/
http://www.jresearch.co.jp/isbn978-4-86392-072-9/


48
N1 読解スピードマスター
 【読解】模擬試験２回分

Ｊリサーチ出版 1,200 2011/11

http://www.jrese
arch.co.jp/isbN97
8-4-86392-075-
0/

9784863920750

49
N1 聴解スピードマスター
 【聴解】模擬試験２回分

Ｊリサーチ出版 1,400 2011/11

http://www.jrese
arch.co.jp/isbN97
8-4-86392-074-
3/

9784863920743

50
N1 語彙スピードマスター
 【語彙】模擬試験２回分

Ｊリサーチ出版 1,200 2011/10

http://www.jrese
arch.co.jp/isbN97
8-4-86392-073-
6/

9784863920736

51
日本語能力試験問題集 Ｎ１漢字スピードマスター
 英語・ベトナム語訳付き

Ｊリサーチ出版 1,200 2021/2

https://www.jres
earch.co.jp/smp/
book/b553528.ht
ml

9784863924994

52
日本語単語スピードマスター ADVANCED2800
 英語・中国語・韓国語訳付き

Ｊリサーチ出版 1,600 2012/12

http://www.jrese
arch.co.jp/isbN97
8-4-86392-124-
5/

9784863921245

53
日本語単語スピードマスター ADVANCED2800
 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

54
日本語能力試験N1 文法 必修パターン
 英語・中国語・ベトナム語 部分訳付き
 【文法】模擬試験１回分

Ｊリサーチ出版 1,600 2015/6

http://www.jrese
arch.co.jp/isbN97
8-4-86392-233-
4/

9784863922334

55
日本語能力試験N1 読解 必修パターン
 英語・中国語・ベトナム語 部分訳付き
 【読解】模擬試験１回分

Ｊリサーチ出版 1,600 2015/11

http://www.jrese
arch.co.jp/isbN97
8-4-86392-249-
5/

9784863922495

56
日本語能力試験N1 聴解 必修パターン
 英語・中国語・ベトナム語 部分訳付き
 【聴解】模擬試験１回分

Ｊリサーチ出版 1,800 2015/4

http://www.jrese
arch.co.jp/isbN97
8-4-86392-228-
0/

9784863922280

57

 
日本語能力試験N1 語彙 必修パターン
 英語・中国語・ベトナム語 部分訳付き
 【語彙】模擬試験１回分

Ｊリサーチ出版 1,600 2015/9

http://www.jrese
arch.co.jp/isbN97
8-4-86392-242-
6/

9784863922426

58
日本語能力試験 総合テキストN1
 英語・中国語・韓国語 部分訳付き
 模擬試験１回分

Ｊリサーチ出版 2,000 2013/8

http://www.jrese
arch.co.jp/isbN97
8-4-86392-148-
1/

9784863921481

59
日本語能力試験 完全模試N1
 英語・中国語・韓国語 部分訳付き
 模擬試験３回分

Ｊリサーチ出版 2,000 2012/11

http://www.jrese
arch.co.jp/isbN97
8-4-86392-121-
4/

9784863921214

日本語ブックス

http://www.jresearch.co.jp/isbn978-4-86392-075-0/
http://www.jresearch.co.jp/isbn978-4-86392-075-0/
http://www.jresearch.co.jp/isbn978-4-86392-075-0/
http://www.jresearch.co.jp/isbn978-4-86392-075-0/
http://www.jresearch.co.jp/isbn978-4-86392-074-3/
http://www.jresearch.co.jp/isbn978-4-86392-074-3/
http://www.jresearch.co.jp/isbn978-4-86392-074-3/
http://www.jresearch.co.jp/isbn978-4-86392-074-3/
http://www.jresearch.co.jp/isbn978-4-86392-073-6/
http://www.jresearch.co.jp/isbn978-4-86392-073-6/
http://www.jresearch.co.jp/isbn978-4-86392-073-6/
http://www.jresearch.co.jp/isbn978-4-86392-073-6/
http://www.jresearch.co.jp/isbn978-4-86392-124-5/
http://www.jresearch.co.jp/isbn978-4-86392-124-5/
http://www.jresearch.co.jp/isbn978-4-86392-124-5/
http://www.jresearch.co.jp/isbn978-4-86392-124-5/
http://www.jresearch.co.jp/isbn978-4-86392-251-8/
http://www.jresearch.co.jp/isbn978-4-86392-251-8/
http://www.jresearch.co.jp/isbn978-4-86392-251-8/
http://www.jresearch.co.jp/isbn978-4-86392-251-8/
http://www.jresearch.co.jp/isbn978-4-86392-233-4/
http://www.jresearch.co.jp/isbn978-4-86392-233-4/
http://www.jresearch.co.jp/isbn978-4-86392-233-4/
http://www.jresearch.co.jp/isbn978-4-86392-233-4/
http://www.jresearch.co.jp/isbn978-4-86392-249-5/
http://www.jresearch.co.jp/isbn978-4-86392-249-5/
http://www.jresearch.co.jp/isbn978-4-86392-249-5/
http://www.jresearch.co.jp/isbn978-4-86392-249-5/
http://www.jresearch.co.jp/isbn978-4-86392-228-0/
http://www.jresearch.co.jp/isbn978-4-86392-228-0/
http://www.jresearch.co.jp/isbn978-4-86392-228-0/
http://www.jresearch.co.jp/isbn978-4-86392-228-0/
http://www.jresearch.co.jp/isbn978-4-86392-242-6/
http://www.jresearch.co.jp/isbn978-4-86392-242-6/
http://www.jresearch.co.jp/isbn978-4-86392-242-6/
http://www.jresearch.co.jp/isbn978-4-86392-242-6/
http://www.jresearch.co.jp/isbn978-4-86392-148-1/
http://www.jresearch.co.jp/isbn978-4-86392-148-1/
http://www.jresearch.co.jp/isbn978-4-86392-148-1/
http://www.jresearch.co.jp/isbn978-4-86392-148-1/
http://www.jresearch.co.jp/isbn978-4-86392-121-4/
http://www.jresearch.co.jp/isbn978-4-86392-121-4/
http://www.jresearch.co.jp/isbn978-4-86392-121-4/
http://www.jresearch.co.jp/isbn978-4-86392-121-4/


60
日本語能力試験 Ｎ１直前対策ドリル＆模試 文字・語彙・文法
 英語・ベトナム語部分訳付き
 【文字・語彙】【文法】模擬試験３回分

Jリサーチ出版 1,200 2018/11
https://www.jres
earch.co.jp/book/
b378187.html

9784863924055

61
全科目攻略！JLPT日本語能力試験ベスト 総合問題集N1
 英語・中国語・ベトナム語・ロシア語翻訳付き解説ダウンロー
ド可

ジャパンタイム
ズ

1,800 2021/5

https://bookclub.j
apantimes.co.jp/j
p/book/b570440.
html

9784789017817

62
JLPT日本語能力試験 ベスト模試 Ｎ１
 英語訳付き 音声WEBダウンロード可
 模擬試験３回分

ジャパン
タイムズ

1,900 2019/5

https://bookclub.j
apantimes.co.jp/j
p/book/b454187.
html

9784789017176

63
新完全マスター単語 日本語能力試験Ｎ１ 重要２２００語
英語・中国語・ベトナム語訳付き
見出し語と読み物の音声が聞ける無料アプリ配信

スリーエー
ネットワーク

1,600 2020/03
https://www.3ane
t.co.jp/np/books/
3662/

9784883198054

64
改訂版 分野別カタカナ語彙トレーニング
 英語・中国語・韓国語・ベトナム語訳付

スリーエー
ネットワーク

1,300 2019/5
https://www.3ane
t.co.jp/np/books/
3591/

9784883197927

65
新完全マスター 文法N1
 【文法】模擬試験２回分

スリーエー
ネットワーク

1,200 2011/6
http://www.3aNe
t.co.jp/ja/1252/

9784883195640

66
新完全マスター 読解N1
 【読解】模擬試験１回分

スリーエー
ネットワーク

1,400 2011/9
http://www.3aNe
t.co.jp/ja/1254/

9784883195718

67
新完全マスター 聴解N1
 音声 WEBダウンロード可
 【聴解】模擬試験１回分

スリーエー
ネットワーク

1,600 2011/5
http://www.3aNe
t.co.jp/ja/1260/

9784883195664

68
新完全マスター 語彙N1
 【語彙】模擬試験２回分

スリーエー
ネットワーク

1,200 2011/6
http://www.3aNe
t.co.jp/ja/1258/

9784883195732

69
新完全マスター 漢字N1
 【漢字】模擬問題５回分

スリーエー
ネットワーク

1,200 2010/10
http://www.3aNe
t.co.jp/ja/1256/

9784883195466

70 短期合格 日本語能力試験 N1・N2 語彙
スリーエー
ネットワーク

1,100 2012/5
http://www.3aNe
t.co.jp/ja/2942/

9784883195978

71
読解攻略! 日本語能力試験 N1
 【読解】模擬試験３回分

スリーエー
ネットワーク

1,400 2015/1
http://www.3aNe
t.co.jp/ja/5327/

9784883197064

日本語ブックス

https://www.jresearch.co.jp/book/b378187.html
https://www.jresearch.co.jp/book/b378187.html
https://www.jresearch.co.jp/book/b378187.html
http://www.3anet.co.jp/ja/1252/
http://www.3anet.co.jp/ja/1252/
http://www.3anet.co.jp/ja/1254/
http://www.3anet.co.jp/ja/1254/
http://www.3anet.co.jp/ja/1260/
http://www.3anet.co.jp/ja/1260/
http://www.3anet.co.jp/ja/1258/
http://www.3anet.co.jp/ja/1258/
http://www.3anet.co.jp/ja/1256/
http://www.3anet.co.jp/ja/1256/
http://www.3anet.co.jp/ja/2942/
http://www.3anet.co.jp/ja/2942/
http://www.3anet.co.jp/ja/5327/
http://www.3anet.co.jp/ja/5327/


72
日本語能力試験 N1模擬テスト〈1〉
 模擬試験１回分

スリーエー
ネットワーク

900 2011/4
http://www.3aNe
t.co.jp/ja/1262/

9784883195565

73
日本語能力試験N1 模擬テスト〈2〉
 模擬試験１回分

スリーエー
ネットワーク

900 2011/9
http://www.3aNe
t.co.jp/ja/1264/

9784883195756

74
日本語能力試験 N1模擬テスト〈3〉
 模擬試験１回分

スリーエー
ネットワーク

900 2013/2
http://www.3aNe
t.co.jp/ja/3704/

9784883196319

75
日本語能力試験 N1模擬テスト〈4〉
 模擬試験１回分

スリーエー
ネットワーク

900  2013/7
http://www.3aNe
t.co.jp/ja/4296/

9784883196524

76

一発合格!日本語能力試験 N1完全攻略テキスト＆実践問題
集
 解説 英語・中国語・韓国語訳付き
 【言語知識・読解】【聴解】模擬試験各１回分

ナツメ社 1,800  2011/3

http://www.Natsu
me.co.jp/book/iN
dex.php?actioN=s
how&code=00503
1&keyword=%C6%
FC%CB%DC%B8%
EC%C7%BD%CE%
CF%BB%EE%B8%B

9784816350313

77 短期マスター聴解ドリル2 N1・N2レベル 凡人社 1,600 2013/8
http://www.boNji
Nsha.com/goods/
detail?id=882

9784893588579

78 短期マスター 日本語能力試験 ドリルN1 第2版 凡人社 1,300  2012/11
http://www.boNji
Nsha.com/goods/
detail?id=870

9784893588456

79
日本語能力試験 公式問題集 第二集 N1
 模擬試験１回分

凡人社 700 2018/12

http://www.bonjin
sha.com/goods/d
etail?id=12862&pt
=1

9784893589361

80
日本語能力試験 公式問題集N1
 模擬試験１回分

凡人社 700  2012/3
http://www.boNji
Nsha.com/produc
t/?item_id=5481

9784893588173

81
あなたの弱点がわかる! 日本語能力試験 N1模試×2
 解答 英語・中国語・韓国語訳付き
模擬試験２回分

ユニコム 1,600  2005/7
http://uNicom-
lra.co.jp/jam/jam
N1.html

9784896894899

82 実力アップ 読むN1 ユニコム 2,000  2010/9
http://uNicom-
lra.co.jp/ja/jyN1y
m.html

9784896894745

83 実力アップ 聞くN1 ユニコム 2,300  2012/5 
http://uNicom-
lra.co.jp/ja/jyN1k
k.html

9784896894844

日本語ブックス

http://www.3anet.co.jp/ja/1262/
http://www.3anet.co.jp/ja/1262/
http://www.3anet.co.jp/ja/1264/
http://www.3anet.co.jp/ja/1264/
http://www.3anet.co.jp/ja/3704/
http://www.3anet.co.jp/ja/3704/
http://www.3anet.co.jp/ja/4296/
http://www.3anet.co.jp/ja/4296/
http://www.natsume.co.jp/book/index.php?action=show&code=005031&keyword=%C6%FC%CB%DC%B8%EC%C7%BD%CE%CF%BB%EE%B8%B3&x=0&y=0&book_type=1
http://www.natsume.co.jp/book/index.php?action=show&code=005031&keyword=%C6%FC%CB%DC%B8%EC%C7%BD%CE%CF%BB%EE%B8%B3&x=0&y=0&book_type=1
http://www.natsume.co.jp/book/index.php?action=show&code=005031&keyword=%C6%FC%CB%DC%B8%EC%C7%BD%CE%CF%BB%EE%B8%B3&x=0&y=0&book_type=1
http://www.natsume.co.jp/book/index.php?action=show&code=005031&keyword=%C6%FC%CB%DC%B8%EC%C7%BD%CE%CF%BB%EE%B8%B3&x=0&y=0&book_type=1
http://www.natsume.co.jp/book/index.php?action=show&code=005031&keyword=%C6%FC%CB%DC%B8%EC%C7%BD%CE%CF%BB%EE%B8%B3&x=0&y=0&book_type=1
http://www.natsume.co.jp/book/index.php?action=show&code=005031&keyword=%C6%FC%CB%DC%B8%EC%C7%BD%CE%CF%BB%EE%B8%B3&x=0&y=0&book_type=1
http://www.natsume.co.jp/book/index.php?action=show&code=005031&keyword=%C6%FC%CB%DC%B8%EC%C7%BD%CE%CF%BB%EE%B8%B3&x=0&y=0&book_type=1
http://www.natsume.co.jp/book/index.php?action=show&code=005031&keyword=%C6%FC%CB%DC%B8%EC%C7%BD%CE%CF%BB%EE%B8%B3&x=0&y=0&book_type=1
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=882
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=882
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=882
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=870
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=870
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=870
http://www.bonjinsha.com/product/?item_id=5481
http://www.bonjinsha.com/product/?item_id=5481
http://www.bonjinsha.com/product/?item_id=5481
http://unicom-lra.co.jp/jam/jamn1.html
http://unicom-lra.co.jp/jam/jamn1.html
http://unicom-lra.co.jp/jam/jamn1.html
http://unicom-lra.co.jp/ja/jyn1ym.html
http://unicom-lra.co.jp/ja/jyn1ym.html
http://unicom-lra.co.jp/ja/jyn1ym.html
http://unicom-lra.co.jp/ja/jyn1kk.html
http://unicom-lra.co.jp/ja/jyn1kk.html
http://unicom-lra.co.jp/ja/jyn1kk.html


84 実力アップ 文のルールN1 ユニコム 1,800  2004/4 
http://uNicom-
lra.co.jp/ja/jyN1b
N.html

9784896894820

85 ドリル＆ドリル 日本語能力試験 N1文法 ユニコム 1,300 2011/7
http://uNicom-
lra.co.jp/jd/jdN1b
N.html

9784896894790

86 ドリル＆ドリル 日本語能力試験 N1聴解・読解 ユニコム 2,600  2011/9
http://uNicom-
lra.co.jp/jd/jdN1c
y.html

9784896894806

87 ドリル＆ドリル 日本語能力試験 N1文字・語彙 ユニコム 1,300  2012/4 
http://uNicom-
lra.co.jp/jd/jdN1m
j.html

9784896894837

その他

番号 表紙写真 書籍名 出版社 本体価格発刊年月 ＵＲＬ ＩＳＢN

1
新日本語能力試験 完全攻略ガイド N1～N4
 英語・中国語・韓国語対応

アルク 1,600 2010/7
http://ec.alc.co.jp
/book/7010098/

9784757418899

●品切れ/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

日本語総まとめ N1文法
 英語・中国語・韓国語訳付き

※旧版

アスク出版 1,200 2010/4
http://www.gakur
aku.com/fs/gakur
aku/gd24

9784872177268

2

日本語総まとめ N１語彙
 英語・中国語・韓国語訳付き

※旧版

アスク出版 1,200 2010/3

http://www.gakur
aku.com/fs/gakur
aku/Somatome/g
d23

9784872177251

3

日本語総まとめ N1漢字
 英語・中国語・韓国語訳付き

※旧版

アスク出版 1,200 2010/4

http://www.gakur
aku.com/fs/gakur
aku/Somatome/g
d22

9784872177244

日本語ブックス

http://unicom-lra.co.jp/ja/jyn1bn.html
http://unicom-lra.co.jp/ja/jyn1bn.html
http://unicom-lra.co.jp/ja/jyn1bn.html
http://unicom-lra.co.jp/jd/jdn1bn.html
http://unicom-lra.co.jp/jd/jdn1bn.html
http://unicom-lra.co.jp/jd/jdn1bn.html
http://unicom-lra.co.jp/jd/jdn1cy.html
http://unicom-lra.co.jp/jd/jdn1cy.html
http://unicom-lra.co.jp/jd/jdn1cy.html
http://unicom-lra.co.jp/jd/jdn1mj.html
http://unicom-lra.co.jp/jd/jdn1mj.html
http://unicom-lra.co.jp/jd/jdn1mj.html
http://ec.alc.co.jp/book/7010098/
http://ec.alc.co.jp/book/7010098/
http://www.gakuraku.com/fs/gakuraku/gd24
http://www.gakuraku.com/fs/gakuraku/gd24
http://www.gakuraku.com/fs/gakuraku/gd24
http://www.gakuraku.com/fs/gakuraku/Somatome/gd23
http://www.gakuraku.com/fs/gakuraku/Somatome/gd23
http://www.gakuraku.com/fs/gakuraku/Somatome/gd23
http://www.gakuraku.com/fs/gakuraku/Somatome/gd23
http://www.gakuraku.com/fs/gakuraku/Somatome/gd22
http://www.gakuraku.com/fs/gakuraku/Somatome/gd22
http://www.gakuraku.com/fs/gakuraku/Somatome/gd22
http://www.gakuraku.com/fs/gakuraku/Somatome/gd22


4

日本語総まとめ N1文法
 英語・ベトナム語版

※旧版

アスク出版 1,200 2018/11
https://www.ask-
books.com/978-
4-86639-239-4/

9784866392394

5

日本語総まとめ N1語彙
 英語・ベトナム語版
 模擬試験２回分

※旧版

アスク出版 1,200 2018/11
https://www.ask-
books.com/978-
4-86639-240-0/

9784866392400

6

日本語総まとめ N1 漢字
 英語・ベトナム語版
 模擬試験２回分

※旧版

アスク出版 1,200 2019/1
https://www.ask-
books.com/978-
4-86639-241-7/

9784866392417

7

日本語能力試験 徹底トレーニング N1聴解
 【聴解】実戦模試２回分

※品切れ

アスク出版 1,800 2011/6
http://www.gakur
aku.com/fs/gakur
aku/gd130

9784872177763

8

日本語能力試験 模試と対策 N1
 英語・中国語・韓国語訳付き
 模擬試験２回分

※絶版

アスク出版 1,600 2010/4

http://www.gakur
aku.com/fs/gakur
aku/moshitotaisa
ku/gd122

9784872177435

9

 
日本語能力試験 模試と対策 N1 Vol.2
 英語・中国語・韓国語訳付き
 模擬試験２回分

※絶版

アスク出版 1,600 2012/3

http://www.gakur
aku.com/fs/gakur
aku/moshitotaisa
ku/gd123

9784872178029

10

耳から覚える語彙トレーニングN1
 英語・中国語・韓国語訳付き

※旧版

アルク 2,000 2012/9
http://www.alc.co
.jp/book/7012058
/

9784757422223

11
日本語能力試験 N1に出る重要単語集

※品切れ・重版未定
アルク 1,800 2010/9

http://www.alc.co
.jp/book/7010009
/

9784757419117

12
レベルアップトレーニング 聴解N１

※絶版
アルク 2,200 2012/7

http://www.alc.co
.jp/book/7012063
/

9784757422193

13

日本語能力試験ターゲット1000 N１漢字 改訂版
 英・中・韓国語訳付き(音声・確認テスト WEBダウンロード可)

※絶版

旺文社 1,600 2015/3
http://jlpt.obuNsh
a.co.jp/

9784010924211

14

日本語能力試験ターゲット2000 N１単語 改訂版
 英・中・韓国語訳付き(音声・確認テスト WEBダウンロード可)

※絶版

旺文社 1,800 2015/3
http://jlpt.obuNsh
a.co.jp/

9784010924235

15
日本語能力試験 N1・N2試験に出る聴解

※品切れ・重版未定
桐原書店 2,200 2010/7

http://www.boNji
Nsha.com/goods/
detail?id=5366

9784342881794

日本語ブックス

https://www.ask-books.com/978-4-86639-239-4/
https://www.ask-books.com/978-4-86639-239-4/
https://www.ask-books.com/978-4-86639-239-4/
https://www.ask-books.com/978-4-86639-240-0/
https://www.ask-books.com/978-4-86639-240-0/
https://www.ask-books.com/978-4-86639-240-0/
https://www.ask-books.com/978-4-86639-241-7/
https://www.ask-books.com/978-4-86639-241-7/
https://www.ask-books.com/978-4-86639-241-7/
http://www.gakuraku.com/fs/gakuraku/moshitotaisaku/gd122
http://www.gakuraku.com/fs/gakuraku/moshitotaisaku/gd122
http://www.gakuraku.com/fs/gakuraku/moshitotaisaku/gd122
http://www.gakuraku.com/fs/gakuraku/moshitotaisaku/gd122
http://www.gakuraku.com/fs/gakuraku/moshitotaisaku/gd123
http://www.gakuraku.com/fs/gakuraku/moshitotaisaku/gd123
http://www.gakuraku.com/fs/gakuraku/moshitotaisaku/gd123
http://www.gakuraku.com/fs/gakuraku/moshitotaisaku/gd123
http://www.alc.co.jp/book/7012058/
http://www.alc.co.jp/book/7012058/
http://www.alc.co.jp/book/7012058/
http://www.alc.co.jp/book/7010009/
http://www.alc.co.jp/book/7010009/
http://www.alc.co.jp/book/7010009/
http://www.alc.co.jp/book/7012063/
http://www.alc.co.jp/book/7012063/
http://www.alc.co.jp/book/7012063/
http://jlpt.obunsha.co.jp/
http://jlpt.obunsha.co.jp/
http://jlpt.obunsha.co.jp/
http://jlpt.obunsha.co.jp/
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=5366
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=5366
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=5366


16
日本語能力試験 N1・N2試験に出る文法と表現

※品切れ・重版未定
桐原書店 1,800 2010/6

http://boNjiNsha.
com/goods/detail
?id=5364&page=5
&pt=8&disp_couNt
=20&Name=&goo
ds_order=1

9784342881770

17
日本語能力試験 N1・N2試験に出る読解

※品切れ・重版未定
桐原書店 1,600 2010/6

http://www.boNji
Nsha.com/goods/
detail?id=5365&p
age=1&pt=8&disp_
couNt=20&Name
=14&goods_order
=1

9784342881787

18
日本語能力試験 N1・N2試験に出る漢字と語彙

※品切れ・重版未定
桐原書店 1,600 2010/6

http://www.boNji
Nsha.com/goods/
detail?id=5363&pt
=3

9784342881763

19
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

20

日本語能力試験N1 読解・言語知識 対策問題集
 模擬試験１回分

※品切れ・重版未定

ＪＭＡＭ 1,400 2011/5

https://jmam.jp/
maNabi/products
/detail.php?produ
ct_id=1319

9784820747178

21

パターンで学ぶ日本語能力試験 N1文法
 模擬試験２回分

※品切れ

Ｊリサーチ出版 1,200 2010/6

http://www.jrese
arch.co.jp/isbN97
8-4-86392-016-
3/

9784863920163

22

パターンで学ぶ日本語能力試験 N1文字・語彙
 模擬試験４回分

※品切れ

Ｊリサーチ出版 1,200 2010/6

http://www.jrese
arch.co.jp/isbN97
8-4-86392-015-
6/

9784863920156

23
新傾向解説と完全予想模試 N1・N2・N3

※品切れ・重版未定

ジャパン
タイムズ

1,600  2010/4 － 9784789013949

24
U-CANの日本語能力試験 N1一問一答集 文法

※絶版
自由国民社 1,350  2010/11

http://www.U-
CAN.co.jp/offpc/
BookmNgDetail.d
o?id=006HE1

9784426601867

25
U-CANの日本語能力試験 N1一問一答 文字語彙

※絶版
自由国民社 1,350 2011/9

http://www.jiyu.c
o.jp/U-
CAN/detail.php?e
id=01272&series_i
d=s29

9784426602956

26

U-CANの日本語能力試験 N1・N2聴解練習ブック
 【聴解】Ｎ１・Ｎ２各1回分

※絶版

自由国民社 2,500  2011/9

http://www.jiyu.c
o.jp/U-
CAN/detail.php?e
id=01274&series_i
d=s29

9784426602970

27

U-CANの日本語能力試験 N1 予想問題集
 模擬試験２回分

※絶版

自由国民社 1,500 2010/5

http://www.jiyu.c
o.jp/U-
CAN/detail.php?e
id=00839&series_i
d=s29

9784426601621

日本語ブックス

http://bonjinsha.com/goods/detail?id=5364&page=5&pt=8&disp_count=20&name=&goods_order=1
http://bonjinsha.com/goods/detail?id=5364&page=5&pt=8&disp_count=20&name=&goods_order=1
http://bonjinsha.com/goods/detail?id=5364&page=5&pt=8&disp_count=20&name=&goods_order=1
http://bonjinsha.com/goods/detail?id=5364&page=5&pt=8&disp_count=20&name=&goods_order=1
http://bonjinsha.com/goods/detail?id=5364&page=5&pt=8&disp_count=20&name=&goods_order=1
http://bonjinsha.com/goods/detail?id=5364&page=5&pt=8&disp_count=20&name=&goods_order=1
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=5365&page=1&pt=8&disp_count=20&name=14&goods_order=1
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=5365&page=1&pt=8&disp_count=20&name=14&goods_order=1
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=5365&page=1&pt=8&disp_count=20&name=14&goods_order=1
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=5365&page=1&pt=8&disp_count=20&name=14&goods_order=1
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=5365&page=1&pt=8&disp_count=20&name=14&goods_order=1
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=5365&page=1&pt=8&disp_count=20&name=14&goods_order=1
http://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=5365&page=1&pt=8&disp_count=20&name=14&goods_order=1
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
https://jmam.jp/manabi/products/detail.php?product_id=1319
https://jmam.jp/manabi/products/detail.php?product_id=1319
https://jmam.jp/manabi/products/detail.php?product_id=1319
https://jmam.jp/manabi/products/detail.php?product_id=1319
http://www.jresearch.co.jp/isbn978-4-86392-016-3/
http://www.jresearch.co.jp/isbn978-4-86392-016-3/
http://www.jresearch.co.jp/isbn978-4-86392-016-3/
http://www.jresearch.co.jp/isbn978-4-86392-016-3/
http://www.jresearch.co.jp/isbn978-4-86392-015-6/
http://www.jresearch.co.jp/isbn978-4-86392-015-6/
http://www.jresearch.co.jp/isbn978-4-86392-015-6/
http://www.jresearch.co.jp/isbn978-4-86392-015-6/
http://bookclub.japantimes.co.jp/title/新日本語能力試験 N1・N2・N3 新傾向解説と完全予想模試
http://www.u-can.co.jp/offpc/BookmngDetail.do?id=006HE1
http://www.u-can.co.jp/offpc/BookmngDetail.do?id=006HE1
http://www.u-can.co.jp/offpc/BookmngDetail.do?id=006HE1
http://www.u-can.co.jp/offpc/BookmngDetail.do?id=006HE1
http://www.jiyu.co.jp/u-can/detail.php?eid=01272&series_id=s29
http://www.jiyu.co.jp/u-can/detail.php?eid=01272&series_id=s29
http://www.jiyu.co.jp/u-can/detail.php?eid=01272&series_id=s29
http://www.jiyu.co.jp/u-can/detail.php?eid=01272&series_id=s29
http://www.jiyu.co.jp/u-can/detail.php?eid=01272&series_id=s29
http://www.jiyu.co.jp/u-can/detail.php?eid=01274&series_id=s29
http://www.jiyu.co.jp/u-can/detail.php?eid=01274&series_id=s29
http://www.jiyu.co.jp/u-can/detail.php?eid=01274&series_id=s29
http://www.jiyu.co.jp/u-can/detail.php?eid=01274&series_id=s29
http://www.jiyu.co.jp/u-can/detail.php?eid=01274&series_id=s29
http://www.jiyu.co.jp/u-can/detail.php?eid=00839&series_id=s29
http://www.jiyu.co.jp/u-can/detail.php?eid=00839&series_id=s29
http://www.jiyu.co.jp/u-can/detail.php?eid=00839&series_id=s29
http://www.jiyu.co.jp/u-can/detail.php?eid=00839&series_id=s29
http://www.jiyu.co.jp/u-can/detail.php?eid=00839&series_id=s29


28
日本語能力試験 N1 文法スターターズブック

※品切れ
秀和システム 1,200  2011/4 － 9784798029382

日本語ブックス

http://bookclub.japantimes.co.jp/title/新日本語能力試験 N1・N2・N3 新傾向解説と完全予想模試

