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課長 : ジェトロビジネス日本語会話  <テキスト> <音声CD> <ビデ
オテープ>

日本貿易振興会国際交流部企画・
編集

世界経済情報サービス/
ジャパンタイムズ (発売)

1997 336T:1

外国人ビジネスマンのための日本語でビジネスするための会話集
: 日本語でビジネスする人に

高見澤孟著 アスク講談社 1997.12 336T:2

ビジネスのための日本語 : 初中級  新装版 米田隆介 [ほか] 共著 スリーエーネットワーク 2006.9 336T:3a:1-1

商談のための日本語 : 中級  新装版　＜CD付＞ 米田隆介 [ほか] 共著 スリーエーネットワーク 2006.9 336T:3a:2-1

Japanese for professionals
Association for Japanese-Language
Teaching

Kodansha International 1998 336T:6

Business Japanese : essential phrases and cultural insights for
effective communication

by Hajime Takamizawa The Japan Times 1998 336T:7

インスタントビジネス日英会話 ジャイルズ・マリー著 講談社インターナショナル 1997.3 336T:8

Common Japanese business phrases
compiled by Sanseido ; translated
and adapted by John Brennan

Kodansha International 1998 336T:9

Crash course Japanese for business.  Rev. ver.　＜CD付＞ Rumi Sei ALC Press c2007 336T:10b:1

Communicative Japanese : for international businesspeople  v. 1-
v. 2

Hajime Takamizawa Yohan Publications 1995
336T:11:1
336T:11:2

ビジネスマン物語 : 実用日本語 : 80の場面で学ぶビジネス会話と
マナー

ことばと文化センタービジネスセク
ション著

CLC日本語学院/凡人社
(発売)

1996.7 336T:12

Basic business Japanese Nancy Young Kodansha International 1998 336T:13:1

日本語の達人 : 仕事上の会話 田中則明著 アポヤンド 2000.7 336T:20

オフィスで使うビジネス日本語2300 : 825文例付 : 中・上級日本語
学習者向

森野豊作著 凡人社 1993.1 336T:27

実用ビジネス日本語  新装版　＜CD付＞ TOPランゲージ著 アルク 2006.9 336T:28a:1

オフィスの日本語 高見澤孟著 アルク 1991.2 336T:29:1

Talking business in Japanese
Mami Doi ... [et al.] ; English
translatin, Ruth S. McCcreery

The Japan Times 1991 336T:30:1

上級ビジネス日本語　＜CD付＞
香港中文大学日本研究学科上級ビ
ジネス日本語編集委員会 [編]

中文大學出版 2005 336T:31a:1

Business Japanese Shoji Azuma and Ryo Sambongi
Georgetown University
Press

c2001 336T:32

日本でビジネス : 日本語表現とビジネスマナー 堀内みね子, 足高智恵子著 専門教育出版 1989.10 336T:33

ビジネス情報の見方・読み方. 基礎編 KIT教材開発グループ編
KIT教材開発グループ/凡
人社 (発売)

2003.3 336T:36a:1

ビジネス情報の見方・読み方. 応用編 KIT教材開発グループ編
KIT教材開発グループ/凡
人社 (発売)

2005.4 336T:36a:2

A systematic approach to business Japanese Masato Kikuchi
University Press of
America

c2002 336T:37

オフィスで使える!マナーも身につく!映像で学ぶビジネス日本語.
内定者編・新入社員編　<DVD>

日本映像教育社企画製作 日本映像教育社 (発売) 2004 336T:40:1

オフィスで使える!マナーも身につく!ビジネス日本語. ・新人社員編・
内定者編

日本映像教育社教育事業部編著
日本映像教育社/ 凡人社
(発売)

2004.11 336T:40:2

ビジネス日本語慣用表現200+50　＜CD付＞ 田中則明著 心弦社 2005.3 336T:41:1

日本企業への就職 : ビジネスマナーと基本のことば 海老原恭子 [ほか] 著 アスク 2006.3 336T:42:1

日本企業への就職 : ビジネス会話トレーニング　＜CD付＞ 岩澤みどり, 寺田則子共著 アスク 2006.7 336T:42:2-1

ビジネス日本語会話. 商談・取引編 : 「アポイント」から「クレーム」
まで　＜CD付＞

田中則明著 心弦社 2006.7 336T:43:1

ビジネス日本語Drills : 外国人のための「ビジネス敬語」から「会社
訪問」まで　＜CD付＞

松本節子, 長友恵美子, 佐久間良子
著

ユニコム 2007.9 336T:45:1

しごとの日本語. 電話応対基礎編　＜CD付＞ 奥村真希, 釜渕優子著 アルク 2007.12 336T:46:1-1

しごとの日本語. メールの書き方編 奥村真希, 釜渕優子著 アルク 2008.3 336T:46:2

しごとの日本語. ビジネスマナー編 釜淵優子著 アルク 2008.10 336T:46:3

しごとの日本語. IT業務編　＜CD付＞ 村上吉文著 アルク 2008.10 336T:46:4-1
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人を動かす!実戦ビジネス日本語会話 : 上級　＜CD付＞
瀬川由美, 紙谷幸子, 北村貞幸著 ;
宮崎道子監修

スリーエーネットワーク 2008.7 336T:48:1

にほんごで働く!ビジネス日本語30時間　＜CD付＞ 宮崎道子, 郷司幸子著 スリーエーネットワーク 2009.3 336T:54:1

Basic Japanese for expats : a practical course in business
Japanese  book 1-book3　＜CD付＞

Otemachi Language Group The Japan Times 2009-2011
336T:55:1-1
336T:55:2-1
336T:55:3-1

Let's work it out! : office Japanese for beginners　＜CD付＞ 宮崎道子 [ほか] 著 スリーエーネットワーク 2010.4 336T:56:1

일본기업에취직하기 : 이력서 작성에서 비즈니스 회화까지 모리타 마모루저 시사 일본어사 2006.11 336T:57

職場で役立つ日本語会話集  ポルトガル語版 海外日系人協会 2007.6 336T:58:1

日本語会話力トレーニングブック : ビジネスで必要な発信力を身に
つけよう!　＜CD付＞

奥村真希, 釜渕優子著 アルク 2011.12 336T:59:1

ロールプレイで学ぶビジネス日本語 : グローバル企業でのキャリ
ア構築をめざして : 上級レベル　＜CD付＞

村野節子, 山辺真理子, 向山陽子著 スリーエーネットワーク 2012.5 336T:60:1

課題達成のプロセスで学ぶビジネスコミュニケーション　＜CD-
ROM付＞

近藤彩 [ほか] 著
近藤研究室/アプリコット
出版 (発売)

2012.8 336T:62:1

ビジネスコミュニケーションのためのケース学習 : 職場のダイバー
シティで学び合う. 教材編

近藤彩 [ほか] 著 ココ出版 2013.7 336T:63:1

ビジネスコミュニケーションのためのケース学習 : 職場のダイバー
シティで学び合う. 解説編

近藤彩 [ほか] 著 ココ出版 2015.10 336T:63:2

中級から伸ばすビジネスケースで学ぶ日本語 高見智子著 ; 筒井通雄監修 The Japan Times 2014.6 336T:64

タスクで学ぶ日本語ビジネスメール・ビジネス文書 : 適切にメッ
セージを伝える力の養成をめざして : 上級レベル

村野節子, 向山陽子, 山辺真理子著 スリーエーネットワーク 2014.9 336T:65

Nihongo express : practical conversation in Japanese : basic 1
＜CD-ROM付＞

日米会話学院日本語研修所著 アスク出版 2014.10 336T:66:1-1

Nihongo express : practical conversation in Japanese : basic 2
＜CD-ROM付＞

日米会話学院日本語研修所著 アスク出版 2015.10 336T:66:2-1

商务日语口语  第2版　＜CD付＞ 毕重钰主编 对外经济贸易大学出版社 2013.9 336T:67:1

1日10分のシャドーイング!就活・仕事のにほんご会話　＜CD-ROM
付＞

国際日本語普及協会著 アプリコット出版 (発売) 2012.8 336T:69

ビジネス日本語オール・イン・ワン問題集 : 聴く・読む・話す・書く
＜CD-ROM付＞

小野塚若菜 [ほか] 著 The Japan Times 205.12 336T:70

Thực hành Nghiệp vụ trong Các tình huống : cách ứng xử trong c
ông việc.

tác giả, Kimura Shizuko, Noriko
Uchida ; đóng góp bởi, Kobayashi
Yoshiko

Trung tâm Giáo dục và
Nghiên cứu Ngôn ngữ 2016 336T:71:3 

标准商务基础日语, 第2版, 第1册 - 第4册 ＜CD-ROM付＞ (日) 吉冈正毅 [ほか] 主编 外语教学与研究出版社 2016 336T:72

표현으로 배우는 비즈니스 일본어 이건상, 홍영주 지음 도서츨판 책사랑 2016.2 336T:73

マンガで体験!にっぽんのカイシャ : ビジネス日本語を実践する 日本漢字能力検定協会編 日本漢字能力検定協会 2017.3 336T:74

伸ばす!就活能力・ビジネス日本語力 : 日本で働くための「4つの能
力」養成ワークブック

長沼スクール東京日本語学校編 ;
植木香, 木下由紀子, 藤井美音子著

国書刊行会 2018.4 336T:75

中級レベルロールプレイで学ぶビジネス日本語 : 就活から入社ま
で　＜CD付＞

村野節子, 山辺真理子, 向山陽子著 スリーエーネットワーク 2018.6 336T:76

仕事で使う!日本語ビジネス文書マニュアル : 外国人のための書き
方講座 : これだけは知っておきたい基本ルール

奥村真希, 安河内貴子著 アスク 2007.7 670.91:4 

すぐに使える接客日本語会話大特訓 : 決まり文句700 : speak
Japanese!　中国語版　＜CD付＞

水谷信子監修・著 ; 高橋尚子 [ほ
か] 著

Jリサーチ出版 2016.10 673T:2:1

すぐに使える接客日本語会話大特訓 : 決まり文句700　英語版
＜CD付＞

水谷信子監修・著 ; 高橋尚子 [ほ
か] 著

Jリサーチ出版 2016.10 673T:2:2

中上級日本語ディベート教材 : ビジネスを中心に 須見恵二著 凡人社 2003.1 809.6T:1

Business Japanese : over 1,700 essential business terms in
Japanese

Reiko Suzuki, Are Hajikano, Sayuri
Kataoka

Tuttle Publishing 1999 811.2T:29a

新编日语口语.  商务日语篇 林娟娟, (日) 坂本彻主编 上海外语教育出版社 2012.12 817.8T:374:2

新编日语会话教程.  商务基础篇　＜CD-ROM付＞
许小明, Reika主编 ; 新世界图书事
业部编

華東理工大學出版社 2013 817.8T:375:3-1

新编日语会话教程.  商务进阶篇　＜CD-ROM付＞
许小明, Reika主编 ; 新世界图书事
业部编

華東理工大學出版社 2013 817.8T:375:4-1

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「ビジネス日本語の教材」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/dl/BL16-2018.pdf
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