発音の教材と指導参考書
2022/1改訂

タイトル

編著者

1日10分のシャドーイング!就活・仕事のにほんご会話 ＜
国際日本語普及協会著
CD-ROM付＞
音声を教える (国際交流基金日本語教授法シリーズ:2) ＜
国際交流基金著
CD-ROM付＞

出版者

出版年

請求記号

アスク出版

2015.5

336T/69/+1CDR

ひつじ書房

2009.2

810.72/106:2

DVDで授業の流れがわかる日本語の教え方 ＜DVD付＞ 清ルミ著

アルク

2009.5

810.72/118

音声教育の実践

河野俊之著

くろしお出版

2014.3

810.72/13/3

日本語教育よくわかる音声

松崎寛, 河野俊之著

アルク

2018.10

810.72/138/2

アルク

2007.8

810.74079/21/4

アルク

2005

810.743/2b/1-7
810.743/2b/1-8

国際日本語研修協会/凡人社
(発売)

2000.6

810.743/10/5

国際文化フォーラム

2002.7

810.781/13.61-46a/1

国際文化フォーラム

2002.7

810.781/13.61-46a/5

アルク

2009.5

811.1E/7

日本語教育をめざす人のための基礎から学ぶ音声学 ＜
鹿島央著
CD付＞

スリーエーネットワーク

2002.5

811.1E/14/+1CD

日本語の音声入門 : 解説と演習 全面改訂版 ＜CD付＞

バベル・プレス

2003.4

811.1E/19a/+1CD

日本語教育能力検定試験に合格するための聴解問題10
(日本語教育能力検定試験に合格するためのシリーズ) ＜ 棚橋明美著
CD付＞
日本語の音声 I, II (NAFL日本語教師養成プログラム:7-8)
改訂版 ＜CD付＞
音韻/音声 (やさしい日本語指導:5)

池田悠子著

発音 (漢語話者のためのわかりやすい日本語シリーズ:1)
＜カセットテープ付＞
発音指導の手引き (漢語話者のためのわかりやすい日本
語シリーズ:5) ＜カセットテープ付＞
日本語教師のための音声教育を考える本

授業で使える発音指導 : VT法を応用して ＜解説書付＞
日本語教師のためのシャドーイング指導

小河原義朗, 河野俊之 [著]

猪塚恵美子, 猪塚元著

ひょうご日本語教師連絡会議VT ひょうご日本語教師連絡会議VT
2005.4
法研究会 [制作]
法研究会
迫田久美子, 古本裕美編著 ; 倉
くろしお出版
2019.12
品さやか, 山内豊, 近藤妙子著

ベトナム人に日本語を教えるための発音ふしぎ大百科

金村久美, 松田真希子著

1日10分の発音練習 ＜CD付＞

河野俊之 [ほか] 共著

811.1E/21
811.1E/32

ひつじ書房

2020.8

811.1E/33

くろしお出版

2004.1

811.1T/13/+2CD

コミュニケーションのための日本語発音レッスン ＜CD付＞ 戸田貴子著

スリーエーネットワーク

2004.3

811.1T/14/+2CD

現代日本語発音の基礎知識

榎本正嗣著

学文社

2006.2

811.1T/15

エジプト人のための日本語音声 ＜CD付＞

Hanan Rafik El-kawiish著

ダールキバー出版社

2004.7

811.1T/18/+4CD

くろしお出版

2021.1

811.1T/19a/1

くろしお出版

2021.3

811.1T/19xa/1

斎藤仁志 [ほか] 著

くろしお出版

2010.10

811.1T/19/2/+2CD

斎藤仁志 [ほか] 著

くろしお出版

2013.12

811.1T/19x/1/+1CD

斎藤仁志 [ほか] 著

くろしお出版

2014.6

811.1T/19x/2/+2CD

中川千恵子, 中村則子, 許舜貞
著

ひつじ書房

2009.4

811.1T/23a/+3MIX

初級文型でできるにほんご発音アクティビティ ＜CD付＞

中川千恵子, 中村則子著

アスク出版

2010.3

811.1T/24/+2CD

にほんご発音かんたん ＜CD付＞

吉岐久子著

研究社

2010.4

811.1T/25/+1CD

毎日練習!リズムで身につく日本語の発音 ＜CD付＞

赤木浩文, 古市由美子, 内田紀
子著

スリーエーネットワーク

2010.11

811.1T/26/+1CD

5分でできるにほんご音の聞きわけトレーニング ＜CD付
＞

宮本典以子, 大崎伸城著

スリーエーネットワーク

2011.10

811.1T/27/+1CD

やさしい日本語の発音トレーニング ＜CD付＞

インターカルト日本語学校著

ナツメ社

2011.11

811.1T/28/+2CD

2012.3

811.1T/29/+1CD

2013.7

811.1T/30/+1CD

日本語を話そう! : 新・シャドーイング : 英語・中国語・韓国
斎藤仁志 [ほか] 著
語訳版, 初～中級編
日本語を話そう! : 新・シャドーイング : インドネシア語・タイ
斎藤仁志 [ほか] 著
語・ベトナム語訳版, 初～中級編
Shadowing : 日本語を話そう! 中-上級編 ＜CD付＞
Shadowing : 日本語を話そう!. 初-中級編 インドネシア語・
タイ語・ベトナム語版 ＜CD付＞
Shadowing : 日本語を話そう!. 中-上級編 インドネシア語・
タイ語・ベトナム語版 ＜CD付＞
さらに進んだスピーチ・プレゼンのための日本語発音練習
帳 ＜CD-ROM付＞

戸田貴子編著/大久保雅子 [ほ
スリーエーネットワーク
か] 著
国際教養大学専門職大学院グ
ロシア語母語話者のための日本語発音練習教材 改訂版
鮎澤孝子監修
ローバル・コミュニケーション実
＜CD付＞
践研究科日本語教育実践領域
シャドーイングで日本語発音レッスン ＜CD付＞

国際交流基金日本語国際センター図書館

タイトル
にほんご音読トレーニング : まねして上達! ＜CD付＞

編著者

出版者

出版年

請求記号

松浦真理子 [ほか] 著

アスク出版

2014.3

811.1T/31/+2CD

伝わる発音が身につく!にほんご話し方トレーニング : 中・上
中川千恵子 [ほか] 著
級レベル ＜CD付＞

アスク出版,

2015.2

811.1T/32/+2CD

ひつじ書房

2019.2

811.1T/34

2019.9

811.1T/35

ひとりでも学べる日本語の発音 : OJADで調べてPraat
で確かめよう
学べる!伝わる!すぐに使える!日本語トレーニング
BOOK : 基礎から実践的な会話まで : 外国人にオスス
メ

木下直子, 中川千恵子著

祖父江好美, 市村啓二, 渕本
恵美子著 ; 東京リーガルマイ 東京リーガルマインド
ンド編著
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