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始めてみよう・話してみよう : 中国語を母語とする日本語学
習者のための文法・文型教材    2.4版　　v. 1, v. 2, v. 3, v. 4
＜CD付＞

中国帰国者用教材開発グループ
編集・著作

中国残留孤児援護基金 2012-2013
369.36T:6:1
～ 369.36T:6:4

出会い : 日本で学ぶ留学生のための中級日本語教科書
別冊 : 文型・表現練習編　＜CD付＞

東京外国語大学留学生日本語教
育センター著

ひつじ書房 2016.3 377.6T:39:2

クラス活動集101 : 『新日本語の基礎I』準拠
高橋美和子, 平井悦子, 三輪さち子
共著

スリーエーネットワーク 1994.8 810.72:16

続・クラス活動集131 : 『新日本語の基礎II』準拠
高橋美和子, 平井悦子, 三輪さち子
共著

スリーエーネットワーク 1996.5 810.72:17

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.編著 アスク語学事業部 2003 810.72:53:1

日本語教師がはまりやすい日本語教科書の落とし穴
新屋映子, 姫野伴子, 守屋三千代
著

アルク 1999.11 810.72:85:c2

新人日本語教師のためのお助け便利帖 鴻野豊子, 高木美嘉著 翔泳社 2015.9 810.72:133:1

新人日本語教師のための授業づくり練習帖 鴻野豊子, 高木美嘉著 翔泳社 2016.10 810.72:133:2

直接法で教える日本語/文型導入用カラーイラスト集 CD-
ROM/  イラストカード

東京外国語大学留学生日本語教
育センター指導書研究会編

東京外国語大学出版会 2009.5 810.723:2a

コミュニケーションゲーム80  改訂新版 CAGの会編 Japan Times 2007.6 810.724:21a

おたすけタスク : 初級日本語クラスのための文型別タスク
集 ＜CD-ROM付＞

砂川有里子監修 : 石田小百合 [ほ
か] 著

くろしお出版 2008.1 810.724:54-1

日本語の教え方スーパーキット２＋新素材  「文型絵カー
ド」

アルク 2006.12 810.725:3:2a

絵で導入・絵で練習　＜CD-ROM付＞ 足立章子 [ほか] 著 凡人社 2004.10 810.725:18

にほんご1・2・3 : 教師用解説書 寺内久仁子, 白井香織著 アルク 2001.3 810.78:13.61-26:4

みんなの日本語初級1 : 書いて覚える文型練習帳　1～2
第2版

平井悦子, 三輪さち子著 スリーエーネットワーク
2012.8
2013.12

810.78:13.61-29a:1-11
810.78:13.61-29a:2-11

中級日本語 : 語彙・文型例文集
東京外国語大学留学生日本語教
育センター編著

凡人社 1994.8 810.78:13.61-52:2-5

日本語初級大地 : 文型説明と翻訳 1, 2　英語版 山﨑佳子 [ほか] 著 スリーエーネットワーク 2009.1
810.78:13.61-73:1-2-1
810.78:13.61-73:2-2-1

日本語初級大地 : 文型説明と翻訳 1, 2　中国語版 山﨑佳子 [ほか] 著 スリーエーネットワーク 2009.6
810.78:13.61-73:1-2-2
810.78:13.61-73:2-2-2

日本語初級大地 : 文型説明と翻訳 1, 2　韓国語版 山﨑佳子 [ほか] 著 スリーエーネットワーク 2009.6
810.78:13.61-73:1-2-3
810.78:13.61-73:2-2-3

日本語初級大地 : 文型説明と翻訳 1, 2　ベトナム語版 山﨑佳子 [ほか] 著 スリーエーネットワーク 2017.10
810.78:13.61-73:1-2-4
810.78:13.61-73:2-2-4

日本語初級大地 : 教師用ガイド「教え方」と「文型説明」　1,
2　＜CD-ROM付＞

山﨑佳子 [ほか] 著 スリーエーネットワーク 2010.11
810.78:13.61-73:1-4
810.78:13.61-73:2-4

基本文型の徹底整理 (日本語学級:2) 大蔵守久著 凡人社 1999.5 810.781:13.61-19:2

国境を越えて. 文型・表現練習編 : 文科系留学生のための
中・上級学術日本語練習ノート

山本富美子, 工藤嘉名子編著 新曜社 2001.3 810.781:13.61-35:2-1

初級ひらけ日本語 文型練習帳・漢字学習帳　上・下
拓殖大学留学生別科・日本語研修
センター編著

拓殖大学/凡人社 (発売) 2001
810.781:13.61-37:1-3
810.781:13.61-37:2-3

わかって使える日本語 : 中級レベル 名古屋YWCA教材作成グループ著 スリーエーネットワーク 2004.4 810.781:13.61-68

中級へ行こう : 日本語の文型と表現59　＜CD付＞ 平井悦子, 三輪さち子著 スリーエーネットワーク 2004.11 810.781:13.61-69:1

中級へ行こう : 日本語の文型と表現55　第2版　＜CD付＞ 平井悦子, 三輪さち子著 スリーエーネットワーク 2016.2 810.781:13.61-69:1a

中級を学ぼう : 日本語の文型と表現56 : 中級前期
＜CD付＞

平井悦子, 三輪さち子著 スリーエーネットワーク 2007.9 810.781:13.61-69:2

中級を学ぼう : 日本語の文型と表現82 : 中級中期
＜CD付＞

平井悦子, 三輪さち子著 スリーエーネットワーク 2009.11 810.781:13.61-69:3

日本語3rdステップ : 表現文型で学ぶ中級からの日本語
石川惠子, 山本忠行, 日高吉隆編
著

白帝社 2008.4 810.781:13.61-84

文法必携バイブル完全制覇文型集　N1 郭冰雁, 雍婧著
ブイツーソリューション/星
雲社 (発売)

2016.10 810.7925:52:1
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文法必携バイブル完全制覇文型集　N2 郭冰雁, 雍婧著
ブイツーソリューション/星
雲社 (発売)

2017.7 810.7925:52:2

文法必携バイブル完全制覇文型集　N３ 郭冰雁, 雍婧著
ブイツーソリューション/星
雲社 (発売)

2016.10 810.7925:52:3

学習者の発想による日本語表現文型例文集 : 初級後半か
ら中級にかけて

坂本正編著 凡人社 1996.1 815:13

初級日本語文法と教え方のポイント 市川保子著 スリーエーネットワーク 2005.4 815E:28:1

中級日本語文法と教え方のポイント 市川保子著 スリーエーネットワーク 2007.7 815E:28:2

はじめて日本語を教える人のためのなっとく知っとく初級文
型50

岡本牧子, 沢田幸子, 安田乙世著 スリーエーネットワーク 2009.4 815E:42

その日本語、どこがおかしい? : 日本語教師のための文型
指導法ガイドブック

高嶋幸太編著 : 関かおる監修 国際語学社 2014.9 815E:45

もう教科書は怖くない!!日本語教師のための初級文法・文
型完全「文脈化」・「個人化」アイデアブック

川口義一著 ココ出版 2016.12 815E:49:1

絵でマスターにほんご基本文型85 村野良子著 村野良子/凡人社 (発売) 1996.9 815T:7

「あいうえお」でひく日本語の重要表現文型 : 日本語能力
試験1・2級合格対策

池松孝子, 奥田順子共著 専門教育出版 1997.9 815T:9

どんなときどう使う日本語表現文型200 : 日本語能力試験
N4-N5の重要表現を網羅    改訂版

友松悦子, 宮本淳, 和栗雅子著 アルク 2013.1 815T:31:1a-1

どんなときどう使う日本語表現文型500 : 日本語能力試験
N1-N3の重要表現を網羅　改訂版

友松悦子, 宮本淳, 和栗雅子著 アルク 2010.6 815T:31:2a-１

どんなときどう使う日本語表現文型500 : 日本語能力試験
N1-N3の重要表現を網羅 短文完成練習帳　改訂版

友松悦子, 宮本淳, 和栗雅子著 アルク 2011.12 815T:31:2a-2

どんなときどう使う日本語表現文型辞典 : 英・中・韓3カ国
語訳付き : 日本語能力試験N1～N5の重要表現を網羅 新
装版

友松悦子, 宮本淳, 和栗雅子著 アルク 2010.6 815T:31:3a

日本語初級文型例文集 増補改訂版 長谷部巌編著 大揚社/星雲社 (発売) 1999.9 815T:32a

くらべてわかる日本語表現文型ノート 大阪YWCA日本語教師会著 大阪YWCA日本語教師会 2000.9 815T:38

中上級日本語表現文型例文集 : 多様な日本語母語話者
による

石橋玲子編著 凡人社 2007.2 815T:139

インドネシア人学生のための使って学ぼう!中級日本語表
現文型 : 日本語能力試験2級レベル

都留紀子 [著] 都留紀子 [2004] 815T:148

くらべてわかる初級日本語表現文型ドリル : 初級の重要
テーマ55の集中レッスン!意味や使い方の違いがよくわか
る! : 英・中・韓語句訳付き

岡本牧子, 氏原庸子共著 Jリサーチ出版 2010.3 815T:199:1

くらべてわかる中級日本語表現文型ドリル : まぎらわしい
文型の違いがよくわかる75の集中レッスン! : 英・中・韓語
句訳付き

岡本牧子, 氏原庸子共著 Jリサーチ出版 2012.3 815T:199:2

どんどん使える!日本語文型トレーニング 初級 加藤文 [ほか] 著/坂本正監修 凡人社 2011.11 815T:209:1:c2

どんどん使える!日本語文型トレーニング 中級 加藤文 [ほか] 著/坂本正監修 凡人社 2012.5 815T:209:2

マンガで学ぶ日本語上級表現使い分け100 増田アヤ子著/柳原満月マンガ アルク 2011.11 815T:211

オタジャパ! : オタクな例文で覚える上級表現&文型 『オタジャパ!』製作委員会編著 国書刊行会 2012.8 815T:213

絵で見てわかる日本語表現文型 : 初・中級 インターカルト日本語学校著 ナツメ社 2012.12 815T:221

Tipuri de propoziţii şi fraze în limba japoneză 1, 2　[ルーマ
ニア語]

Ruxandra-Oana Raianu, Tomonari
Kuroda

Editura Universităţii din
Bucureşti

2015 815T:226:1

Tipuri de propoziţii şi fraze în limba japoneză : cu structuri
gramaticale de nivel avansat　[ルーマニア語]

Ruxandra-Oana Raianu
Editura Universităţii din
Bucureşti

2015 815T:226:2

くらべてわかる日本語表現文型辞典 : 表現文型765収録
大阪YWCA専門学校, 岡本牧子, 氏
原庸子著

Jリサーチ出版 2008.8 815.033:2

教師と学習者のための日本語文型辞典 グループ・ジャマシイ編著 くろしお出版 1998.2 815.033:3:1

中文版日本语句型辞典
グループ・ジャマシイ編著/徐一平
[ほか] 翻訳

くろしお出版 2001.10 815.033:3:2

中文版日本語文型辭典
グループ・ジャマシイ編著/徐一平
[ほか] 翻訳

くろしお出版 2001.10 815.033:3:3

Từ điển mẫu câu tiếng nhật : dùng cho giáo viên và
học viên

Nhóm Jammassy, biên
soạn/Murakami Yutaro ... [et al.],
biên dịch

Nhà xuất bản Giáo dục [2008] 815.033:3:4-1

日本語文型辞典 : 韓国語版
グループ・ジャマシイ編著/睦宗均
[ほか] 翻訳

くろしお出版 2011.10 815.033:3:5

日本語文型辞典 : タイ語版
グループ・ジャマシイ編著/ブッサ
バー・バンチョンマニー [ほか] 翻
訳

くろしお出版 2012.3 815.033:3:6
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日本語文型辞典 : 英語版
グループ・ジャマシイ編著 ; クロス
尚美 [ほか] 翻訳

くろしお出版 2015.10 815.033:3:7

A dictionary of basic Japanese sentence patterns Naoko Chino Kodansha International 2000 815.033:6

日本語表現・文型事典 小池清治 [ほか] 編 朝倉書店 2002.10 815.033:12

日本語表現文型辞典 : "生きた"例文で学ぶ : 英・中・韓対
訳付き

アスク出版編集部編/目黒真実監
修

アスク出版 2008.9 815.033:15

Japanese sentence patterns for effective communication :
a self-study course and reference

Taeko Kamiya 講談社インターナショナル 2005.9 815.036T:2

にほんご日記ノート : 1日1文でもOK!まいにち書く : 30の文
型と622の表現例

長谷川賴子著 アルク 2009.3 816.6T:10

わかる!話せる!日本語会話基本文型88
水谷信子監修・著 ; 松本隆, 有田
聡子, 高橋尚子著

Jリサーチ出版 2014.10 817.8T:371:1-1

わかる!話せる!日本語会話発展文型125
水谷信子監修・著 ; 松本隆, 高橋
尚子著

Jリサーチ出版 2015.10 817.8T:371:1-2

他のテーマ別図書リストは、こちらでご覧ください： http://www.jpf.go.jp/j/urawa/j_library/booklist/booklist.html

こちらのテーマ別図書リスト「文型を学ぶ/教えるための日本語教材」は、国際交流基金日本語国際センター図書館ウェブサイトからPDF形式でダウンロードも
できます：http://www.jpf.go.jp/j/urawa/j_library/booklist/dl/BL02-2018.pdf
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