
タイトル 編著者 出版者 出版年 請求記号

JSL中学高校生のための教科につなげる学習語彙・漢字ド
リル　中国語版

樋口万喜子編 ; 中学・高校生の日本
語支援を考える会著

ココ出版 2010.3 371.5T:37:1-1

JSL中学高校生のための教科につなげる学習語彙・漢字ド
リル　ポルトガル語版

樋口万喜子編 ; 中学・高校生の日本
語支援を考える会著

ココ出版 2013.3 371.5T:37:1-2

JSL中学高校生のための教科につなげる学習語彙・漢字ド
リル　スペイン語版

樋口万喜子編 ; 中学・高校生の日本
語支援を考える会著

ココ出版 2012.3 371.5T:37:1-3

JSL中学高校生のための教科につなげる学習語彙・漢字ド
リル　英語版

樋口万喜子編 ; 日本語・教科学習支
援ネット著

ココ出版 2015.6 371.5T:37:1-4

留学生のための漢字の教科書　初級300  改訂版 佐藤尚子, 佐々木仁子著 国書刊行会 2014.11 377.6T:20a:1

留学生のための漢字の教科書. 中級700 佐藤尚子, 佐々木仁子著 国書刊行会 2008.8 377.6T:20:2

留学生のための漢字の教科書. 上級100 佐藤尚子, 佐々木仁子著 国書刊行会 2011.5 377.6T:20:3

中・上級学習者のための漢字と語彙. Reference book Koichi Nishiguchi, Tamaki Kono 著 The Japan Times 1994 810.78:13.61-17:1:c2

中・上級学習者のための漢字と語彙. Workbook 1, 2 Koichi Nishiguchi, Tamaki Kono 著 The Japan Times 1994
810.78:13.61-17:2-1
810.78:13.61-17:2-2

みんなの日本語初級1, 2  第2版  漢字  英語版 新矢麻紀子 [ほか] 著 スリーエーネットワーク
2014.4-
2017.2

810.78:13.61-29a:1-5-1
810.78:13.61-29a:2-5-1

みんなの日本語初級1, 2  第2版  漢字  ベトナム語版 新矢麻紀子 [ほか] 著 スリーエーネットワーク
2014.7-
2017.7

810.78:13.61-29a:1-5-2
810.78:13.61-29a:2-5-2

みんなの日本語初級1, 2  第2版  漢字練習帳 東京国際日本語学院著 スリーエーネットワーク
2012.8-
2014.7

810.78:13.61-29a:1-15
810.78:13.61-29a:2-15

にほんご90日 : 漢字ノート 星野恵子 [ほか] 著 UNICOM 2000.12 810.78:13.61-41:4:c2

日本語初級大地1, 2 : 漢字学習帳(英語版) 中西家栄子, 武田明子著 スリーエーネットワーク
2013.12-
2014.4

810.78:13.61-73:1-5-1
810.78:13.61-73:2-5-1

きたえよう漢字力 : 上級へつなげる基礎漢字800 : 上級へ
のとびら : コンテンツとマルチメディアで学ぶ日本語

石川智, 近藤純子主筆 くろしお出版 2010.8 810.783:13.61-70:2

4級漢字100(漢字マスター:Vol. 1) アークアカデミー教材作成委員会編 専門教育出版 1995.6 811.2T:1:1

3級漢字300(漢字マスター:Vol. 2) アークアカデミー教材作成委員会編
アークアカデミー/専門教
育出版 (発売)

1996.8 811.2T:1:2

2級漢字1000(漢字マスター:Vol. 3) アークアカデミー教材作成委員会編
アークアカデミー/専門教
育出版 (発売)

2000.5 811.2T:1:3

1級漢字2000(漢字マスター:Vol. 4) アークアカデミー教材作成委員会編
アークアカデミー/専門教
育出版 (発売)

2003.7 811.2T:1:4

生活漢字306　第3版
アジアの女たちの会・立ち寄りサポー
トセンター「町屋日本語教室」編

アジアの女たちの会・立ち
寄りサポートセンター「町
屋日本語教室」

2003.4 811.2T:2b

Kanji connections : hints on how to differentiate 400 easily
confused characters

Tae Moriyama/translated by Bob and
Reiko Gavey

Shufunotomo Co. 1998 811.2T:22

250 essential Japanese kanji characters　Rev. ed　v. 1, v.
2

Kanji Text Research Group,
University of Tokyo

Tuttle Pub. c2008
811.2T:23b:1
811.2T:23b:2

1日15分の漢字練習 初級-初中級 上, 下
KCP学園KCP地球市民日本語学校
[編著]

アルク 2011.8
811.2T:28:1a-1
811.2T:28:1a-2

1日15分の漢字練習 中級 上, 下　＜CD付＞
KCP学園KCP地球市民日本語学校
[編著]

アルク 2012.2
811.2T:28:2-1
811.2T:28:2-2

かんじだいすき : 日本語をまなぶ世界の子どものために 1
～6

国際日本語普及協会著 国際日本語普及協会 1999-2006
811.2T:35:1-1 ～
811.2T:35:6-1

かんじだいすき (四)-(六) : 日本語をまなぶ世界の子どもの
ために : 別冊英語訳

国際日本語普及協会著 国際日本語普及協会, 2014
811.2T:35:4-3
811.2T:35:5-3
811.2T:35:6-3

かんじだいすき : 「中学に向けて」日本語をまなぶ世界の
子どものために. 社会・理科編

国際日本語普及協会著/関口明子
[ほか] 執筆

国際日本語普及協会 2010.7 811.2T:35:7-1

かんじだいすき : 「中学に向けて」日本語をまなぶ世界の
子どものために. 国語・算数編

国際日本語普及協会著/関口明子
[ほか] 執筆

国際日本語普及協会 2011.2 811.2T:35:7-2

絵でわかるかんたんかんじ80(外国人の子どものための日
本語)

武蔵野市帰国・外国人教育相談室教
材開発グループ編著

スリーエーネットワーク 2001.3 811.2T:39:1

絵でわかるかんたんかんじ160(外国人の子どものための
日本語)

武蔵野市帰国・外国人教育相談室教
材開発グループ編著

スリーエーネットワーク 2002.9 811.2T:39:2:c2

絵でわかるかんたんかんじ200(外国人の子どものための
日本語)

武蔵野市帰国・外国人教育相談室教
材開発グループ編著

スリーエーネットワーク 2006.3 811.2T:39:3

漢字ビギナーズ : 24の法則でわかる! : 英語・ベトナム語訳
付

武部良明著 アルク 2014.10 811.2T:43a

Basic kanji book　第4版 1 加納千恵子 [ほか] 著 凡人社 2004 811.2T:48:1b-1

漢字の教材

2018/11 改訂
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Basic kanji book　第5版 2 加納千恵子 [ほか] 著 凡人社 2004 811.2T:48:1c-2

Basic kanji book　新版 1 加納千恵子 [ほか] 著 凡人社 2015 811.2T:48:1d-1

Basic kanji book　新版 2 加納千恵子 [ほか] 著 凡人社 2015 811.2T:48:1d-2

Intermediate kanji book : 漢字1000plus　第3版 v. 2 加納千恵子 [ほか] 著 凡人社 2008 811.2T:48:2a-2

Intermediate kanji book : 漢字1000plus　改訂第2版 v. 1 加納千恵子 [ほか] 著 凡人社 2008 811.2T:48:2b-1

‘使って、身につく!’漢字 (かんじ)×語彙 (ごい) : basic kanji
workbook　1-2  ＜CD付＞

大神智春, 清水百合著 凡人社
2010.10-
2016.10

811.2T:48:3

漢字・語彙が弱いあなたへ(初級から中級への橋渡しシ
リーズ)

足立章子, 黒崎典子, 中山由佳著 凡人社 2001.12 811.2T:52

Japanese kanji power : a workbook for mastering Japanese
characters  Rev. & updated ed.

by John Millen Tuttle c2010 811.2T:54a

Kanji pict-o-graphix : over 1,000 Japanese kanji and kana
mnemonics

Michael Rowley Stone Bridge Press c1992 811.2T:95

漢字物語 [英語版] 1 ヴォロビヨワ・ガリーナ著 [ヴォロビヨワ・ガリーナ] 2005 811.2T:99x:1

例文で学ぶ漢字と言葉 練習帳 西口光一著 スリーエーネットワーク 2005.10 811.2T:102:2-2

例文で学ぶ漢字と言葉N2　改訂版 西口光一著 スリーエーネットワーク 2012.10 811.2T:102:2a-1

例文で学ぶ漢字と言葉 : イーさんと日本の友だち. 3級編 西口光一著 スリーエーネットワーク 2007.5 811.2T:102:3

中級日本語漢字リレー学習 岩根富子編 文芸社 2006.2 811.2T:107

Write now! : kanji for beginners
向井留実子, 築地伸美,  串田真知子
著

スリーエーネットワーク 2006.10 811.2T:110

ストーリーで覚える漢字300 : English, Korean, Portuguese,
Spanish

ボイクマン総子, 渡辺陽子, 倉持和菜
著/高橋秀雄監修

くろしお出版 2008.1 811.2T:125:1-1-1

ストーリーで覚える漢字300 : English, Indonesian, Thai,
Vietnamese

ボイクマン総子, 渡辺陽子, 倉持和菜
著/高橋秀雄監修

くろしお出版 2008.11 811.2T:125:1-2-1

ストーリーで覚える漢字300ワークブック : English,
Indonesian, Thai, Vietnamese

岩崎陽子, 古賀裕基著 くろしお出版 2015.6 811.2T:125:1-2-2

ストーリーで覚える漢字II 301-500 : English, Korean,
Portuguese, Spanish

ボイクマン総子, 渡辺陽子著/高橋秀
雄監修

くろしお出版 2010.5 811.2T:125:2-1

ストーリーで覚える漢字II301-500 : English, Indonesian,
Thai, Vietnamese

ボイクマン総子, 岩崎陽子著/高橋秀
雄監修

くろしお出版 2012.8 811.2T:125:2-2

漢字系学習者のための漢字から学ぶ語彙 1: 日常生活編 佐藤保子 [ほか] 著 アルク 2008.3 811.2T:127:1

漢字系学習者のための漢字から学ぶ語彙 2: 学校生活編 佐藤保子 [ほか] 著 アルク 2008.3 811.2T:127:2

にほんご漢字トレーニング : 初級が終わったら始めよう 松浦真理子, 上妻直博, 半田健一著 アスク/アスク出版 (発売) 2011.10 811.2T:137a

初級の漢字 濱川祐紀代著
桜美林大学日本語プログ
ラム

2008.3 811.2T:138:1

中級の漢字 濱川祐紀代著
桜美林大学日本語プログ
ラム

2008.3 811.2T:138:2

Mastering Japanese Kanji : the innovative visual method
for learning Japanese characters v. 1　＜CD-ROM付＞

by Glen Nolan Grant
iillustrations by Ya-Wei Lin

Tuttle Pub. 2009 811.2T:139:1

Kanji look and learn : 512 kanji with illustrations and
mnemonic hints

坂野永理 [ほか] 著 The Japan Times 2009 811.2T:140:1

Kanji look and learn : 512 kanji with illustrations and
mnemonic hints work book

坂野永理 [ほか] 著 The Japan Times 2009 811.2T:140:2

Kanji kakitai : écrire & apprendre les kanji Linel Mérand Ellipses c2009 811.2T:144

Crazy for kanji : a student's guide to the wonderful world
of Japanese characters

Eve Kushner Stone Bridge Press c2009 811.2T:145

The Key to kanji : a visual history of 1100 characters Noriko Kurosawa Williams Cheng & Tsui 2010 811.2T:146

漢字系統樹で学ぶ漢字イメージトレーニング500 : 日本語
学習者と教師のための漢字学入門

善如寺俊幸著 三恵社 2010.10 811.2T:147

新にほんご「生活の漢字」漢字み～つけた(アルクの日本
語テキスト)

『生活の漢字』を考える会著 アルク 2011.1 811.2T:148

パーツでおぼえるしょきゅうの漢字 v. 1 初級漢字学習メソッド開発研究会編 創拓社出版 2011.2 811.2T:150:1

漢字の本(かんじのほん) 初級1, 初級2 張厚泉, 大野啓子編著
講談社ビーシー/MANABI
外語学院 (発売)

2011.3
811.2T:151:1-1
811.2T:151:1-2

Basic Japanese kanji : high-frequency kanji at your
command! v. 1　＜CD-ROM付＞

Timothy G. Stout & Kaori
Hakone/illustrated by Kinuka Uchida

Tuttle Pub. c2011 811.2T:153:1

漢字たまご : 「できる日本語」準拠 初級　＜CD付＞ 有山優樹 [ほか] 著/嶋田和子監修 凡人社 2012.6 811.2T:154:1

漢字たまご : 「できる日本語」準拠 初中級　＜CD付＞ 有山優樹 [ほか] 著/嶋田和子監修 凡人社 2013.4 811.2T:154:2
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Perfect master kanji : learn kanji and boost your Japanese 西口光一著  凡人社 2013.10 811.2T:162:2

漢字だいじょうぶ! : 生活の中で学ぶ漢字のツボ : いっしょ
に覚えよう

トヤマ・ヤポニカ著 ; 中河和子, 高畠
智美編

ココ出版 2013.10 811.2T:164

Kanji in context : a study system for intermediate and
advanced learners 改訂新版

アメリカ・カナダ大学連合日本研究セ
ンター[編]

The Japan Times 2013.12 811.2T:165a

どんどんつながる漢字練習帳 : 初級 鈴木英子 [ほか] 著 アルク 2015.1 811.2T:170:1-1

どんどんつながる漢字練習帳 : 初級 : イラスト&漢字データ
集　＜CD-ROM付＞

鈴木英子著 ; アルク日本語編集チー
ム編集

アルク 2015.4 811.2T:170:1-2

上級・超級日本語学習者のための考える漢字・語彙. 上級
編

八木真生, 早川幸子, 中村朱美著 ココ出版 2015.4 811.2T:171:1

上級・超級日本語学習者のための考える漢字・語彙. 超級
編

藤田佐和子著 ココ出版 2015.4 811.2T:171:2

Practical kanji : 基礎500漢字 vol. 1-2 　＜CD付＞ 国際日本語普及協会著 アスク出版 2016.1- 811.2T:172

Practical kanji : 現代社会を読む700漢字 vol. 1 国際日本語普及協会著 アスク出版 2018.7 811.2T:172:2-1 

Learning Japanese Kanji : practice book Eriko Sato Tuttle Pub. c2015 811.2T:173:1

My first kanji book : Japanese language and culture
through pictures

Bret Mayer Natsumesha 2016 811.2T:176 

Understanding through pictures 1000 KANJI 上島史子, 竹内夕美子著 ナツメ社 2017.4 811.2T:179

Easy and fun kanji : a basic guide to learning kanji
author, Kiyomi Ogawa ; English editor,
Orrin Cummins

IBC publishing 2017 811.2T:180

日本語学習のためのよく使う順漢字2100　＜CD-ROM付
＞

徳弘康代編著 三省堂 2008.4 813.29:7:1

日本語学習のためのよく使う順漢字2100問題集 徳弘康代編著 三省堂 2011.8 813.29:7:3

日本語学習のためのよく使う順漢字2200 徳弘康代編著 三省堂 2014.9 813.29:7a

語彙マップで覚える漢字と語彙 : 初級1400 : 頭の中で、こ
とばのネットワークがどんどん広がる!

徳弘康代監修・著/飯嶋美知子 [ほ
か] 著

Jリサーチ出版 2010.6 814T:30:1

語彙マップで覚える漢字と語彙 : 中級1500 : 頭の中で、こ
とばのネットワークがどんどん広がる!

徳弘康代監修・著/飯嶋美知子 [ほ
か] 著

Jリサーチ出版 2010.6 814T:30:2

漢字学習アプリ「KANJI Memory Hint（英語）」1, 2, 3 国際交流基金関西国際センター

こちらのテーマ別図書リスト「漢字の教材」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/BL10-2018.pdf

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

http://www.jfkc.jp/ja/material/memoryhint-kanji.html
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