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大学・大学院留学生の日本語　2 作文編  改訂版
アカデミック・ジャパニーズ研究会編
著

アルク 2015.6 377.6T:1a:2

大学・大学院留学生の日本語　4 論文作成編  改訂版
アカデミック・ジャパニーズ研究会編
著

アルク 2015.6 377.6T:1a:4

留学生のためのここが大切文章表現のルール : 中上級日
本語学習者対象

石黒圭, 筒井千絵著 スリーエーネットワーク 2009.5 377.6T:22

留学生と日本人学生のためのレポート・論文表現ハンド
ブック

二通信子 [ほか] 著 東京大学出版会 2009.12 377.6T:26

ピアで学ぶ大学生・留学生の日本語コミュニケーション : プ
レゼンテーションとライティング

大島弥生 [ほか] 著 ひつじ書房 2012.2 377.6T:32

日本語の作文力練習帳 : 上級 : 大学・大学院で学ぶため
に

倉八順子著 古今書院 2012.7 377.6T:33

アカデミック・ライティングのためのパラフレーズ演習 : 言い
換え書き換え : 上級日本語学習者対象

鎌田美千子, 仁科浩美著 スリーエーネットワーク 2014.3 377.6T:35

研究報告を書く : 理工系専門日本語作文技法コースI
米田由喜代著/大阪大学大学院工学
研究科・工学部留学生相談室編

大阪大学大学院工学研究
科・工学部国際交流・留学
生委員会

2001 507.7T:20

みんなの日本語初級 : やさしい作文　第2版 門脇薫, 西馬薫著 スリーエーネットワーク 2014.9 810.78:13.61-29a:3

学ぼう!にほんご : 作文練習帳 :  初級2 日本語教育教材開発委員会編著 専門教育出版 2007.3 810.781:13.61-72:2-8

日本語表現の教室 : 中級 : 語彙と表現と作文 倉八順子著 古今書院 2005.9 810.781:13.61-74

留学生のための時代を読み解く上級日本語  第2版 宮原彬編 スリーエーネットワーク 2012.11 810.781:13.61-75a

レポート・論文を書くための日本語文法 : ここがポイント! :
中上級～上級学習者対象

小森万里, 三井久美子著 くろしお出版 2016.12 815T:229 

「接続詞」の技術 : 書きたいことがすらすら書ける! 石黒圭著 実務教育出版 2016.8 815.6:18

らくらく日本語ライティング : 初級後半-中級 田口雅子著 アルク 1995.11 816T:2

にほんご作文の方法 : 表現テーマ別 改訂版 佐藤政光 [ほか] 著 第三書房 2002.10 816T:5a

実践にほんごの作文 佐藤政光 [ほか] 著 凡人社 1986.4 816T:6

日本語の書きかたハンドブック 稲垣滋子著 くろしお出版 1986.7 816T:7

<日本語>作文とスピーチのレッスン : 初級から中級へ (ア
ルクの日本語テキスト)　＜カセットテープ付＞

鵜沢梢著 アルク 1998.12 816T:8:1

留学生のための論理的な文章の書き方　改訂版 二通信子,佐藤不二子著 スリーエーネットワーク 2003.1 816T:9a

アドヴァンスト日本語表現法　新版 中山緑朗 [ほか] 編 おうふう 2011.3 816T:11a

日本語の作文技術 中・上級 倉八順子著 古今書院 2000.9 816T:14:2

身近なトピックによる表現練習 (日本語作文:1)
富岡純子 [ほか] 著 ; C&P日本語教
育・教材研究会編

専門教育出版 1988 816T:17:1:c2

中級後期から上級までの作文と論文作法 (日本語作文:2)
富岡純子 [ほか] 著 ; C&P日本語教
育・教材研究会編

専門教育出版 1988 816T:17:2

絵入り日本語作文入門 : 文型による短文作成からトピック
別表現練習へ

富岡純子 [ほか] 著/C&P日本語教
育・教材研究会編

専門教育出版 1989.10 816T:18

基礎から学ぶ日本語表現法　新版 山根智恵, 久木田恵著 大学教育出版 2006.4 816T:19a

留学生のための日本語作文演習 : 中上級用　第4版 長崎大学留学生センター 長崎大学留学生センター 2003.3 816T:22a

スキルアップ文章表現 山下暁美編 おうふう 2002.9 816T:23

プラクティカル日本語. 文章表現編 : 成功する型　改訂版 清水明美 [ほか] 編 おうふう 2011.2 816T:24a

作文・論文作成法を学ぶ教材

国際交流基金日本語国際センター図書館
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日本語を書く楽しみ
神田靖子, 山根智恵編著 : 入江さや
か, 佐尾ちとせ, 米澤昌子著

西日本法規出版 2004.3 816T:25

大学で学ぶための日本語ライティング : 短文からレポート
作成まで : 中上級者用日本語テキスト

佐々木瑞枝, 細井和代, 藤尾喜代子
[著]

The Japan Times 2006.3 816T:27

日本語表現法 : 21世紀を生きる社会人のたしなみ 庄司達也 [ほか] 著 翰林書房 2007.4 816T:33

これなら書ける!文章表現の基礎の基礎 山本裕子, 本間妙, 中林律子著 ココ出版 2018.4 816T:37 

ピアで学ぶ大学生の日本語表現 : プロセス重視のレポート
作成  第2版

大島弥生 [ほか] 著 ひつじ書房 2014.7 816.5:26a

Good writingへのパスポート : 読み手と構成を意識した日
本語ライティング

田中真理, 阿部新著 くろしお出版 2014.6 816.5:54

小論文への12のステップ : 中級日本語学習者対象 友松悦子著 スリーエーネットワーク 2008.12 816.5T:3

日本語Eメールの書き方 簗晶子, 大木理惠, 小松由佳著 The Japan Times 2005 816.6T:5

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

日本語学習者が作文を書くための用例集 第2版 宮原彬著 凡人社 (発売) 2006.4 816.8T:1c

日本語を書くトレーニング　第2版 野田尚史, 森口稔著 ひつじ書房 2014.12 816.8T:3a

日本語の表現技術 : 読解と作文 初級後半 倉八順子著 古今書院 1999.3 817.5T:1:1-2

日本語の表現技術 : 読解と作文 中級 羽田野洋子, 倉八順子著 古今書院 1995.10 817.5T:1:2

日本語の表現技術 : 読解と作文 上級 倉八順子著 古今書院 1997.9 817.5T:1:3

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

こちらのテーマ別図書リスト「作文・論文作成法を学ぶ教材」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：
https://www.jpf.go.jp/j/urawa/j_library/booklist/dl/BL07-2018.pdf
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