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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 合格模試 N5
 解答解説に英語・中国語・ベトナム語訳付き
 音声・解答用紙等 WEBダウンロード可
模擬試験３回分

アスク出版 1,800 2020/03
https://www.ask-
books.com/jp/gouka
ku/

9784866393124

2
はじめての日本語能力試験 N5 単語1000
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 1,300 2019/10
https://www.ask-
books.com/jp/hajime
te-jlpt/

9784866392967

3
はじめての日本語能力試験 N5単語 1000
 英語・ベトナム語訳付き(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 1,300 2017/2
http://www.ask-
books.com/jlpt%e5%8
d%98%e8%aa%9en5/

9784866399811

4
文字・語い・文法まとめドリル 新にほんご500問 Ｎ4・5
 英語・ベトナム語訳付き

アスク出版 1,200 2015/5
http://www.ask-
books.com/books/?
p=6889#more-6889

9784872179408

5
ＴＲＹ！Ｎ5 英語版(改訂版）
 模擬試験１回分

アスク出版 1,500 2013/3
http://www.ask-
books.com/tryn5/

9784872178456

6
ＴＲＹ！Ｎ5 語彙リスト 英語版
 無料ダウンロードも可

アスク出版 700 2014/4 ― 9784872178937

7
ＴＲＹ！Ｎ5 中国語版
 模擬試験１回分

アスク出版 1,500 2014/10
http://www.ask-
books.com/tryn5c/

9784872179200

8
TRY! 日本語能力試験N5 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 1,500 2021/2
https://www.ask-
books.com/jp/jlpt-
try/

9784866393377

9
ＴＲＹ！Ｎ5 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 700 2014/4 ― 9784872178982

10
日本語総まとめ N5 かんじ･ことば･ぶんぽう･読む･聞く
 英語・ベトナム語訳付き(音声 WEBダウンロード可)

アスク出版 1,500 2017/6
http://www.gakuraku
.com/fs/gakuraku/S
omatome/gd464

9784866390765

11
にほんごチャレンジＮ4・Ｎ5 かんじ
 英語・韓国語・ブラジルポルトガル語訳付き

アスク出版 1,300 2010/10
http://www.gakuraku
.com/fs/gakuraku/J
LPT/gd121

9784872177572

12
にほんご活用マスター
 英語・中国語・ベトナム語対訳付き

アスク出版 1,300 2018/10
https://www.ask-
books.com/978-4-
86639-233-2/

9784866392332

13 合格できる 日本語能力試験Ｎ4・5 アルク 2,200 2010/12
http://www.alc.co.jp
/book/7010029/

9784757419483

14
日本語能力試験 スーパー模試Ｎ4・Ｎ5
 模擬試験N4・N5各2回分

アルク 2,200 2012/10
http://www.alc.co.jp
/book/7012072/

9784757422247
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15
日本語能力試験直前対策N5 もじ・ごい・ぶんぽう
 【文字・語彙】【文法】模擬試験各10回分

国書刊行会 1,400 2017/8
http://www.kokusho.
co.jp/np/isbn/97843
36061904/

9784336061904

16

使う順と連想マップで学ぶ漢字&語彙 日本語能力試験Ｎ4・Ｎ5
 語彙訳 英語・中国語・韓国語・ベトナム語
 (例文訳 ベトナム語WEBダウンロード可)
 模擬試験N4・N5各1回分

国書刊行会 1,500 2016/5
http://www.kokusho.
co.jp/np/isbn/97843
36059956/

9784336059956

17
日本語能力試験Ｎ5 予想問題集 改訂版
 解説 英語・中国語・ベトナム語訳付き

国書刊行会 1,400 2015/12
http://www.kokusho.
co.jp/np/isbn/97843
36059659/

9784336059659

18
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.sanshu
sha.co.jp/np/isbn/97
84384059656/

9784384059656

19
日本語能力試験対策 N5もじ・ごい・ぶんぽう
 英語・ベトナム語訳付き

三修社 1,500 2016/10
https://www.sanshu
sha.co.jp/np/details.
do?goods_id=4295

9784384057805

20
日本語Ｎ5 文法・読解まるごとマスター
 英語・中国語・ベトナム語対訳付き

Jリサーチ出版 1,600 2017/8
http://www.jresearc
h.co.jp/book/b30800
9.html

9784863923515

21
日本語能力試験問題集 Ｎ5文法スピードマスター
 英語・中国語・韓国語・ベトナム語 部分訳付き
 【文法】模擬試験２回分

Ｊリサーチ出版 1,200 2016/3
http://www.jresearc
h.co.jp/isbn978-4-
86392-269-3/

9784863922693

22
日本語能力試験問題集 Ｎ5読解スピードマスター
 英語・中国語・韓国語・ベトナム語 部分訳付き
 【読解】模擬試験２回分

Jリサーチ出版 1,200 2016/5
http://www.jresearc
h.co.jp/isbn978-4-
86392-280-8/

9784863922808

23
日本語能力試験問題集 Ｎ5聴解スピードマスター
 英語・中国語・韓国語・ベトナム語 部分訳付き
 【聴解】模擬試験２回分

Jリサーチ出版 1,200 2016/7
http://www.jresearc
h.co.jp/isbn978-4-
86392-302-7/

9784863923027

24
日本語能力試験問題集 Ｎ5語彙スピードマスター
 英語・中国語・韓国語・ベトナム語 部分訳付き
 【語彙】模擬試験２回分

Ｊリサーチ出版 1,200 2016/4
http://www.jresearc
h.co.jp/isbn978-4-
86392-275-4/

9784863922754

25
日本語単語スピードマスター ＢＡＳＩＣ1800
 英語・中国語・韓国語訳付き

Ｊリサーチ出版 1,400 2010/5
http://www.jresearc
h.co.jp/isbn978-4-
86392-010-1/

9784863920101

26
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 1,600 2012/8
http://www.jresearc
h.co.jp/isbn978-4-
86392-113-9/

9784863921139

27
日本語能力試験　Ｎ５直前対策ドリル＆模試　文字・語彙・文法
英語、ベトナム語付き

Ｊリサーチ出版 1,200 2020/6
https://www.jresear
ch.co.jp/book/b5094

02.html
9784863924864

28
語彙マップで覚える漢字と語彙 初級1400
 英語・中国語・韓国語訳付き

Ｊリサーチ出版 1,400 2015/1
http://www.jresearc
h.co.jp/isbn978-4-
86392-214-3/

9784863922143

29
日本語能力試験 完全模試Ｎ5
 英語・中国語・韓国語 部分訳付き
 模擬テスト3回分

Ｊリサーチ出版 2,000 2013/5
http://www.jresearc
h.co.jp/isbn978-4-
86392-141-2/

9784863921412
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30
ＪＬＰＴ聴解Ｎ５ ポイント＆プラクティス
 英語・中国語・ベトナム語訳付き
 模擬試験１回分

スリーエー
ネットワーク

1,650 2022/3
https://www.3anet.c
o.jp/np/books/3888
/

9784883198993

31
JLPT Study Guide
 フラッシュカード・音声 WEBダウンロード可
 模擬試験3回分

チャールズ・
イー・タトル出版

1,900 2019/11
https://www.tuttle.c
o.jp/products/show/
isbn:9784805314586

9784805314586

32 初級日本語文法新講義 N4N5 中国語版
ブイツー

ソリューション
1,800 2016/3

http://www.v2-
solution.com/booklis
t/978-4-434-
21503-2.html

9784434215032

33
日本語能力試験 公式問題集 第二集 N5
 模擬試験1回分

凡人社 700 2018/12
http://www.bonjinsh
a.com/goods/detail?i
d=12866&pt=1

9784893589408

34
日本語能力試験 公式問題集Ｎ5
 模擬試験1回分

凡人社 700  2012/3
http://www.bonjinsh
a.com/product/?ite
m_id=5485

9784893588210

35 短期マスター 日本語能力試験ドリル Ｎ5 凡人社 1,300  2010/11

http://bonjinsha.com
/goods/detail?id=11
690&page=1&pt=4&di
sp_count=20&name=
短期マスター
&goods_order=1

9784893587619

36
きらり☆日本語 Ｎ5 語彙
 英語訳付き

凡人社 1,200  2012/7
http://bonjinsha.com
/goods/detail?id=85
9&pt=4

9784893588340

37
マルチメディアで学ぶ
 日本語能力試験 Ｎ5 漢字 ＣＤ－ＲＯＭ付き

マーナビ
教材開発

1,900 2012/5

http://www.marnavi
-
jp.com/nihongo/N5K
anji.html

9784903719139

38 実力アップ読むＮ5 改訂版 ユニコム 1,900  2010/4
http://unicom-
lra.co.jp/ja/jyn5ym.ht
ml

9784896894721

39
ドリル＆ドリル 日本語能力試験 N5
 文字・語彙/文法/読解/聴解
 解説書に英語・ベトナム語訳付き

ユニコム 2,500 2019/4 ― 9784896895063
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１ 日本語能力試験Ｎ5 予想問題集 国書刊行会 1,400 2011/2
http://www.kokusho.
co.jp/np/isbn/97843
36053534/

9784336053534

2 漢字マスターＮ5 三修社 1,800 2011/11
http://www.sanshus
ha.co.jp/np/details.d
o?goods_id=3748

9784384056358
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