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タイトル 編著者 出版者 出版年 請求記号

中村政則が語る歴史学、そして日本 一橋大学留学生センター [編] 一橋大学留学生センター 2001 201T/1

外国人留学生のための世界史 2001年版 石渡延男著 桐書房 2000 209T/1a

留学生のための法律用語集 一橋大学留学生センター 2002 320.33/1a

大学・大学院留学生の日本語 1 読解編
アカデミック・ジャパニーズ研
究会編著

アルク 2001 377.6T/1/1:c2

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

アルク 2001 377.6T/1/2

大学・大学院留学生の日本語 3 論文読解編
アカデミック・ジャパニーズ研
究会編著

アルク 2002 377.6T/1/3

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

アルク 2002 377.6T/1/4

大学・大学院留学生の日本語 5 漢字・語彙編
アカデミック・ジャパニーズ研
究会編著

アルク 2007 377.6T/1/5

大学で学ぶためのアカデミック・ジャパニーズ : 中・上級者
用日本語テキスト　＜CD付＞

佐々木瑞枝 [ほか] 著 The Japan Times 2001 377.6T/2

Basic Japanese for students : hakase 1, 2　＜CD付＞
山崎佳子, 土井みつる著 ; 東
京工業大学留学生センター監
修

スリーエーネットワーク 2006
377.6T/3a/1
377.6T/3a/2

初級語学留学生のための日本語 1 岡本輝彦 [ほか] 著 凡人社 2002 377.6T/6/1-1

初級語学留学生のための日本語 1 フォローアップ問題集
初級読解+漢字編

岡本輝彦 [ほか] 著 凡人社 2002 377.6T/6/1-2

初級語学留学生のための日本語 2 岡本輝彦 [ほか] 著 凡人社 2002 377.6T/6/2-1

初級語学留学生のための日本語 2 フォローアップ問題集
初級読解+漢字編

岡本輝彦 [ほか] 著 凡人社 2002 377.6T/6/2-2

大学・大学院総合日本語 : 櫻～さくら～
玉村文郎監修・編集 ; 泉文明
[ほか] 執筆

凡人社 2002 377.6T/7

留学生のための大阪読本 嶋本隆光編著
大阪外国語大学留学生日
本語教育センター

2004 377.6T/8/1

留学生のための基礎化学I-2 安福義隆著
大阪外国語大学留学生日
本語教育センター

2004 377.6T/8/2

留学講義聴解問題集
平尾得子, 茂益代, 久保るみ編
著

 大阪外国語大学留学生日
本語教育センター

2004 377.6T/8/3-1a

留学講義聴解問題集 : スクリプト・解説集
平尾得子, 茂益代, 久保るみ編
著

 大阪外国語大学留学生日
本語教育センター

2004 377.6T/8/4

留学生のための書道. 入門篇
福光敬子編著 ; 阿部嘉治, レ
オニー・ボクステル翻訳

大阪外国語大学留学生日
本語教育センター

2005 377.6T/8/5

留学生のための日本の歴史 中井淳史 [ほか] 著
大阪外国語大学日本語日
本文化教育センター

2006 377.6T/8/6

留学生のための新基礎化学 安福義隆著
大阪外国語大学日本語日
本文化教育センター

2006 377.6T/8/7

留学生のための口頭発表
中山亜紀子, 藤家智子, 山澤
園子著

大阪外国語大学日本語日
本文化教育センター

2007 377.6T/8/8

留学生のための日本語文法 : 中級 平尾得子, 山澤園子著
大阪外国語大学日本語日
本文化教育センター

2007 377.6T/8/9

アカデミックプレゼンテーション入門 : 最初の一歩から始
める日本語学習者と日本人学生のための　＜CD付＞

三浦香苗 [ほか] 著  ひつじ書房 2006 377.6T/11

聞く・考える・話す留学生のための初級にほんご会話　＜
CD付＞

小池真理 [ほか] 著 スリーエーネットワーク 2007 377.6T/12

聴解・発表ワークブック : アカデミック・スキルを身につけ
る　＜CD付＞

犬飼康弘著 スリーエーネットワーク 2007 377.6T/13

日本語5つのとびら. サバイバル編

立命館アジア太平洋大学言語
インスティテュート「日本語5つ
のとびら」編集委員会編著 ; 宇
根谷孝子 [ほか] 執筆

凡人社 2007 377.6T/16/1

日本語5つのとびら. 初級編 1,2

立命館アジア太平洋大学「日
本語5つのとびら」編集委員会
編著 ; 梅田千砂子 [ほか] 執
筆

凡人社 2009-2010 377.6T/16/2

日本語5つのとびら. 中級編
立命館アジア太平洋大学「日
本語5つのとびら」編集委員会
編著 ; 本田明子 [ほか] 執筆

凡人社 2008 377.6T/16/3-1

日本語5つのとびら. 中級編. 漢字・語彙練習
立命館アジア太平洋大学「日
本語5つのとびら」編集委員会
編著 ; 本田明子 [ほか] 執筆

凡人社 2008 377.6T/16/3-2

大学・大学院留学生のための教材
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日本語5つのとびら. 中上級編
立命館アジア太平洋大学「日
本語5つのとびら」編集委員会
編著 ; 本田明子 [ほか] 執筆

凡人社 2008 377.6T/16/4-1

日本語5つのとびら. 中上級編. 漢字・語彙練習
立命館アジア太平洋大学「日
本語5つのとびら」編集委員会
編著 ; 本田明子 [ほか] 執筆

凡人社 2008 377.6T/16/4-2

岡山大学留学生のためのキャンパス用例  改訂版 岡益巳 [ほか] 編著
キャンパス用例集編集委員
会

2008 377.6T/17

留学生のための漢字の教科書 初級300 佐藤尚子, 佐々木仁子著  国書刊行会 2009 377.6T/20/1

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 377.6T/20/2

留学生のための漢字の教科書 上級1000 佐藤尚子, 佐々木仁子著  国書刊行会 2011 377.6T/20/3

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 377.6T/20a/1

実践研究計画作成法 : 情報収集からプレゼンテーション
まで  第2版

日本学生支援機構東京日本
語教育センター [著]

凡人社 2019.6 377.6T/21a

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 377.6T/22

初中級・中級聴解 改訂版　＜CD、スクリプト解答集付＞ 岩井康雄編著
大阪大学日本語日本文化
教育センター

2009 377.6T/23/1-1

上級日本語 : 言葉から文化を学ぶ 荘司育子編著
大阪大学日本語日本文化
教育センター

2010 377.6T/23/2

「大学生」になるための日本語 1, 2　＜CD付＞ 堤良一, 長谷川哲子著 ひつじ書房 2009-2010
377.6T/24/1
377.6T/24/2

大学・大学院留学生のためのやさしい論理的思考トレー
ニング

西隈俊哉著 アルク 2009 377.6T/25

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 377.6T/26

留学生のための専門講義の日本語. 法学・政治学編　＜
DVD-ROM付＞

名古屋大学国際化拠点整備
事業編著

名古屋大学国際化拠点整
備事業

2010 377.6T/27/1

留学生のための専門講義の日本語. 経済学編　＜DVD-
ROM付＞

名古屋大学国際化拠点整備
事業編著

名古屋大学国際化拠点整
備事業

2010 377.6T/27/2

留学生のための専門講義の日本語. 教育学・心理学編
＜DVD-ROM付＞

名古屋大学国際化拠点整備
事業編著

名古屋大学国際化拠点整
備事業

2010 377.6T/27/3

留学生のための専門講義の日本語. 工学(機械)編　＜
DVD-ROM付＞

名古屋大学国際化拠点整備
事業編著

名古屋大学国際化拠点整
備事業

2010 377.6T/27/4

留学生のための専門講義の日本語. 工学(化学・生物)編
＜DVD-ROM付＞

名古屋大学国際化拠点整備
事業編著

名古屋大学国際化拠点整
備事業

2010 377.6T/27/5

留学生のための専門講義の日本語. 工学(土木・建築)編
＜DVD-ROM付＞

名古屋大学国際化拠点整備
事業編著

名古屋大学国際化拠点整
備事業

2010 377.6T/27/6

留学生のための専門講義の日本語. 物理学編　＜DVD-
ROM付＞

名古屋大学国際化拠点整備
事業編著

名古屋大学国際化拠点整
備事業

2010 377.6T/27/7

留学生のための専門講義の日本語. 生命農学編　＜
DVD-ROM付＞

名古屋大学国際化拠点整備
事業編著

名古屋大学国際化拠点整
備事業

2010 377.6T/27/8

留学生のための専門講義の日本語. 数学編　＜DVD-
ROM付＞

名古屋大学国際化拠点整備
事業編著

名古屋大学国際化拠点整
備事業

2010 377.6T/27/9

日本法を学ぶための日本史・公民 : 2年生用教材
名古屋大学大学院法学研
究科 : 名古屋大学法政国
際教育協力研究センター

2009 377.6T/28

日本語中級表現 : アカデミック・ジャパニーズ表現の基礎 村上治美著 東海大学出版会 2010 377.6T/29

留学生のための読解トレーニング : 読む力がアップする
15のポイント : 中級前半から上級対象

石黒圭編著 ; 熊田道子 [ほか]
著

凡人社 2011 377.6T/30

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

留学生のためのアカデミック・ジャパニーズ聴解  <中級>
東京外国語大学留学生日本
語教育センター編著

スリーエーネットワーク 2013.2 377.6T/34/1-1

留学生のためのアカデミック・ジャパニーズ聴解  <中上級
>

東京外国語大学留学生日本
語教育センター編著

スリーエーネットワーク 2014.7 377.6T/34/2-1

留学生のためのアカデミック・ジャパニーズ聴解 <上級>
東京外国語大学留学生日本
語教育センター編著

スリーエーネットワーク 2015.7 377.6T/34/3

留学生のためのアカデミック・ジャパニーズ動画で学ぶ大
学の講義

東京外国語大学留学生日本
語教育センター編著

スリーエーネットワーク 2019.3 377.6T/34/4

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

留学生のための日本語で学ぶパソコンリテラシー
橋本恵子 [ほか] 著 ; 張浩帆
[ほか] 訳

共立出版 2015.1 377.6T/36

コミュニケーション・スキルの学び : グローバル社会を生き
るためのレッスン

木下直子, 木山三佳, 徳田恵
著

 実教出版 2015.4 377.6T/37
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留学生のためのジャーナリズムの日本語 : 新聞・雑誌で
学ぶ重要語彙と表現

一橋大学国際教育センター編
; 澁川晶, 高橋紗弥子, 庵功雄
著

スリーエーネットワーク 2015.5 377.6T/38

出会い : 日本で学ぶ留学生のための中級日本語教科書.
本冊 : テーマ学習・タスク活動編　＜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 2015.5 377.6T/39

留学生のためのケースで学ぶ日本語 : 問題発見解決能
力を伸ばす

宮崎七湖編著 ; 江後千香子
[ほか] 著

ココ出版 2016.4 377.6T/40

ともだち : 大学の日本語初級 vol. 1,　vol. 2 ＜CD付＞
東京外国語大学留学生日本
語教育センター編著

東京外国語大学出版会 2017 377.6T/41

留学生のサバイバル日本語 1, 2
徳本浩子, 山本裕子, 鈴木か
おり著

早美出版社 2017 377.6T/42

語彙ドン! : 大学で学ぶためのことば, Vol.1 中級 石澤徹 [ほか] 著 くろしお出版 2018.6 377.6T/43/1

協働学習で学ぶスピーチ : プレゼンテーションの基本 : 型
にはまるな、異なれ!

渋谷実希 [ほか] 著 凡人社 2018.10 377.6T/44

21世紀のカレッジ・ジャパニーズ : 大学生のための日本語
で読み解き、伝えるスキル

深澤のぞみ [ほか] 著 国書刊行会 2018.11 377.6T/45

メタ認知を利用したアカデミック・リーディングのための10
のストラテジー

グループさくら編著 凡人社 2019.4 377.6T/46

大学生・社会人のための外国語プレゼンテーション : 日本
語・キルギス語・ロシア語表現集

ジュヌシャリエワ・アセーリ他著 ST. art LTD 2017/10 377.6T/47

留学生のための考えを伝え合うプレゼンテーション : 中級
後半～上級日本語学習者向け

仁科浩美著 くろしお出版 2020.8 377.6T/48

日本語を学ぶ人のためのアカデミック・ライティング講座 伊集院郁子著 ; 高野愛子著 アスク出版 2020.11 377.6T/49

日本で進学するための総合日本語 : 文法と表現 陳芨 [ほか] 編著
名校教育グループ/日販ア
イ・ピー・エス (発売)

2021.1 377.6T/50

留学生のための理科系専門用語辞典 : 数学・物理・化
学・生物 : 日本語-英語-アラビア語

日本学生支援機構大阪日本
語教育センター編集

日本学生支援機構大阪日
本語教育センター/穂高書
店 (発売)

2011 403.3T/1

理系留学生のための日本語
林洋子著 ; 講談社サイエンティ
フィック編

講談社 2015.1 407T/17

理系留学生のための自然科学の日本語 細井和雄編著 スリーエーネットワーク 2020.9 407T/18

基礎医学術語学習辞典 : 留学生のための二漢字語に基
づく : 日本で働く医療関係者のために　＜CD-ROM付＞

増田光司, 佐藤千史編著 ; 中
川健司, 隈井正三著

凡人社 2006 490.33T/1

留学生・技術研修生のための使える日本語 : 科学技術基
礎日本語

福田一郎 [ほか] 企画・制作
金沢工業大学出版局/金沢
総合技術研究センター (発
売)

2007 507.7T/1/2a

科学技術基礎日本語 : 留学生・技術研修生のための使え
る日本語　第2版

札野寛子, 深澤のぞみ著 凡人社 2016.3 507.7T/1/1a

留学生・技術研修生のための使える日本語 : 科学技術基
礎日本語

福田一郎 [ほか] 企画・制作
金沢工業大学出版局/金沢
総合技術研究センター (発
売)

2007 507.7T/1/2a

留学生と日本人学生のための会話素材集　第3版 長崎大学留学生センター[編]  長崎大学留学生センター 2002 810.724/31

中級日本語　新装改訂版
東京外国語大学留学生日本
語教育センター編著

凡人社 2015
810.78/13.61-
52/2a

国境を越えて. 本文編 : 留学生・日本人学生のための一
般教養書  改訂版　＜CD付＞

山本富美子編著 新曜社 2007
810.781/13.61-
35/1a

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　＜カセットテープ付＞

山本富美子, 工藤嘉名子編著 新曜社 2001
810.781/13.61-
35/2

国境を越えて. タスク編 : 留学生・日本人学生のための日
本語表現練習ノート

山本富美子編著 : 瓜生佳代,
甲斐朋子執筆分担

新曜社 2007
810.781/13.61-
35/3

国境を越えて. 語彙・文法編 : 中・上級留学生のための語
彙・文法ノート

山本富美子著 新曜社 2008
810.781/13.61-
35/4

留学生のための時代を読み解く上級日本語 : 読解から会
話、作文へ　第3版

宮原彬編著 スリーエーネットワーク 2018 810.781/13.61-75b

留学生のための漢字入門ワークブック : 自習用 群馬大学留学生センター 2004 811.2T/98

留学生のための分野別語彙例文集 加藤由紀子 [ほか] 著 凡人社 2005 814T/16

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 816T/9a

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 2003 816T/22a

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 816T/27

近代文語文を読む : 学術日本語の基礎(二) 一橋大学留学生センター 2001 817.5T/15

留学生のためのストラテジーを使って学ぶ文章の読み方 :
中級から上級へ

一橋大学留学生センター著 スリーエーネットワーク 2005 817.5T/49

留学生のための現代日本語読解 岩佐靖夫 [ほか] 著 Jリサーチ出版 2006 817.5T/50

こちらのテーマ別図書リスト「大学・大学院留学生のための教材」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： http://www.jpf.go.jp/j/urawa/j_library/booklist/booklist.html

国際交流基金日本語国際センター図書館


