登録番号
1

10100655

2

10100654

3

10100653

4

10100652

5

10100651

6

10018342

7

10100869

8

10100868

9

10100765

10 10100766
11 10100767
12 10100025
13 10020088
14 10020125
15 10020127
16 10020132
17 10020089
18 10016203
19 10016204
20 10016167
21 10016205
22 10018341

日本語能力試験関連図書（ＮＩＣライブラリー所蔵 データ2020年12月現在）
書名
ＴＲＹ！ トライ 日本語能力試験Ｎ１ 改訂版 文法から伸ばす日本語
とらい！とらい！にほんごのうりょくしけんＮ１ かいていばん ぶんぽうからのばすにほんご
ＴＲＹ！トライ 日本語能力試験Ｎ２ 改訂版 文法から伸ばす日本語
とらい！とらい！にほんごのうりょくしけんＮ2 かいていばん ぶんぽうからのばすにほんご
ＴＲＹ！トライ 日本語能力試験Ｎ３ 改訂版 文法から伸ばす日本語
とらい！とらい！にほんごのうりょくしけんＮ3 かいていばん ぶんぽうからのばすにほんご
ＴＲＹ！トライ 日本語能力試験Ｎ４ 改訂版 文法から伸ばす日本語
とらい！とらい！にほんごのうりょくしけんＮ4 かいていばん ぶんぽうからのばすにほんご
ＴＲＹ！トライ 日本語能力試験Ｎ５ 改訂版 文法から伸ばす日本語
とらい！とらい！にほんごのうりょくしけんＮ5 かいていばん ぶんぽうからのばすにほんご
ドリル＆ドリル日本語能力Ｎ１文字・語彙
ドリル＆ドリル にほんごのうりょく N1 もじ ごい
はじめての日本語能力試験 Ｎ１ 合格模試
はじめてのにほんごのうりょくしけん N1 ごうかくもし
はじめての日本語能力試験 Ｎ２ 合格模試
はじめてのにほんごのうりょくしけん N2 ごうかくもし
はじめての日本語能力試験 Ｎ３ 合格模試
はじめてのにほんごのうりょくしけん N3 ごうかくもし
はじめての日本語能力試験 Ｎ４ 合格模試
はじめてのにほんごのうりょくしけん N4 ごうかくもし
はじめての日本語能力試験 Ｎ５ 合格模試
はじめてのにほんごのうりょくしけん N5 ごうかくもし
パターン別徹底ドリル日本語能力試験 Ｎ３
パターン べつ てってい どりる にほんご のうりょくしけん N3
漢字マスター Ｎ１
かんじ ますたー N1
漢字マスターＮ２
かんじ ますたー N2
漢字マスターＮ３
かんじ ますたー N3
漢字マスターＮ４
かんじ ますたー N4
漢字マスター Ｎ５
かんじ ますたー N5
耳から覚える 日本語能力試験 文法トレーニング Ｎ１
みみからおぼえる にほんごのうりょくしけん ぶんぽう とれーにんぐ Ｎ１
耳から覚える 日本語能力試験 文法トレーニング Ｎ２
みみからおぼえる にほんごのうりょくしけん ぶんぽう とれーにんぐ Ｎ2
耳から覚える 日本語能力試験 語彙トレーニング Ｎ３
みみからおぼえる にほんごのうりょくしけん ごい とれーにんぐ Ｎ3
耳から覚える 日本語能力試験 文法トレーニング Ｎ４
みみからおぼえる にほんごのうりょくしけん ごい とれーにんぐ Ｎ４
実力アップ日本語能力試験Ｎ１ 聞く（聴解）
じつりょくあっぷ にほんごのうりょくしけん N１ きく（ちょうかい）

著者名

出版者

アジア学生文化協会

アスク出版

あじあがくせいぶんかきょうかい

アスクしゅっぱん

アジア学生文化協会

アスク出版

あじあがくせいぶんかきょうかい

アスクしゅっぱん

アジア学生文化協会

アスク出版

あじあがくせいぶんかきょうかい

アスクしゅっぱん

アジア学生文化協会

アスク出版

あじあがくせいぶんかきょうかい

アスクしゅっぱん

アジア学生文化協会

アスク出版

あじあがくせいぶんかきょうかい

アスクしゅっぱん

星野 恵子 他

ユニコム

ほしの けいこ ほか

ゆにこむ

アスク出版編集部

アスク出版

アスクしゅっぱんへんしゅうぶ

アスクしゅっぱん

アスク出版編集部

アスク出版

アスクしゅっぱんへんしゅうぶ

アスクしゅっぱん

アスク出版編集部

アスク出版

アスクしゅっぱんへんしゅうぶ

アスクしゅっぱん

アスク出版編集部

アスク出版

アスクしゅっぱんへんしゅうぶ

アスクしゅっぱん

アスク出版編集部

アスク出版

アスクしゅっぱんへんしゅうぶ

アスクしゅっぱん

西隈 俊哉 他

株式会社アルク

にしくま としや ほか

かぶしきかいしゃアルク

アークアカデミー

三修社

あーくあかでみー

さんしゅうしゃ

アークアカデミー

三修社

あーくあかでみー

さんしゅうしゃ

アークアカデミー

三修社

あーくあかでみー

さんしゅうしゃ

アークアカデミー

三修社

あーくあかでみー

さんしゅうしゃ

アークアカデミー

三修社

あーくあかでみー

さんしゅうしゃ

安藤 栄里子 今川 和

アルク

あんどう えりこ いまがわ かず

アルク

安藤 栄里子 今川 和

アルク

あんどう えりこ いまがわ かず

アルク

安藤 栄里子 恵屋 容子 飯嶋 美知子

アルク

あんどう えりこ めぐみやようこ いいじまみわこ

アルク

安藤 栄里子 今川 和

アルク

あんどうえりこ いまがわ かず

アルク

ＪＩＣＩ 新試験研究会

ユニコム

ＪＩＣＩ しんしけんけんきゅうかい

ゆにこむ

版年
2019
2019
2019
2019
2019
2012
2020
2020
2020
2020
2020
2017
2014
2015
2015
2015
2015
2010
2010
2010
2010
2012

登録番号
23 10016173
24 10016174
25 10020102
26 10020100
27 10020099
28 10020098
29 10100237
30 10100242
31 10100249
32 10100250
33 10100257
34 10100236
35 10100241
36 10100247
37 10100248
38 10100239
39 10100244
40 10100253
41 10100254
42 10100259
43 10100238
44 10100243

書名
新しい日本語能力試験 ガイドブック 概要版と問題例集 Ｎ１、Ｎ２、Ｎ３
あたらしいにほんごのうりょくしけん がいどぶっく がいようばん と もんだいれいしゅう N1 N2 N3
新しい日本語能力試験 ガイドブック 概要版と問題例集 Ｎ４、Ｎ５
あたらしいにほんごのうりょくしけん がいどぶっく がいようばん と もんだいれいしゅう N4 N5
新にほんご５００問 Ｎ１
しんにほんご 500もん N1
新にほんご５００問 Ｎ２
しんにほんご 500もん N2
新にほんご５００問 Ｎ３
しんにほんご 500 N3
新にほんご５００問 Ｎ４－Ｎ５
しんにほんご 500もん N4-N5
新完全マスター漢字 日本語能力試験Ｎ１
しんかんぜんますたー かんじ にほんごのうりょくしけん N１
新完全マスター漢字 日本語能力試験Ｎ２
しんかんぜんますたー かんじ にほんごのうりょくしけん N2
新完全マスター漢字 日本語能力試験Ｎ３
しんかんぜんますたー かんじ にほんごのうりょくしけん N3
新完全マスター漢字 日本語能力試験Ｎ３ ベトナム語版
しんかんぜんますたー かんじ にほんごのうりょくしけん N3 べとなむごばん
新完全マスター漢字 日本語能力試験Ｎ４
しんかんぜんますたー かんじ にほんごのうりょくしけん N４
新完全マスター語彙 日本語能力試験Ｎ１
しんかんぜんますたーごい にほんごのうりょくしけん N１
新完全マスター語彙 日本語能力試験Ｎ２
しんかんぜんますたーごい にほんごのうりょくしけん N2
新完全マスター語彙 日本語能力試験Ｎ３
しんかんぜんますたーごい にほんごのうりょくしけん N3
新完全マスター語彙 日本語能力試験Ｎ３
しんかんぜんますたーごい にほんごのうりょくしけん N3
新完全マスター聴解 日本語能力試験Ｎ１
しんかんぜんますたー ちょうかい にほんごのうりょくしけん N１
新完全マスター聴解 日本語能力試験Ｎ２
しんかんぜんますたー ちょうかい にほんごのうりょくしけん N2
新完全マスター聴解 日本語能力試験Ｎ３
しんかんぜんますたー ちょうかい にほんごのうりょくしけん N3
新完全マスター聴解 日本語能力試験Ｎ３ ベトナム語版
しんかんぜんますたー ちょうかい にほんごのうりょくしけん N3 べとなむごばん
新完全マスター聴解 日本語能力試験Ｎ４
しんかんぜんますたー ちょうかい にほんごのうりょくしけん N４
新完全マスター読解 日本語能力試験Ｎ１
しんかんぜんますたー どくかい にほんごのうりょく しけん N１
新完全マスター読解 日本語能力試験Ｎ２
しんかんぜんますたー どくかい にほんごのうりょく しけん N２

著者名

出版者

国際交流基金

凡人社

こくさいこうりゅうききん

ぼんじんしゃ

国際交流基金

凡人社

こくさいこうりゅうききん

ぼんじんしゃ

松本 紀子 ／ 佐々木 仁子

アスク出版

まつもとのりこ ささきじんこ

アスクしゅっぱん

松本 紀子 ／ 佐々木 仁子

アスク出版

まつもとのりこ ささきじんこ

アスクしゅっぱん

松本 紀子 ／ 佐々木 仁子

アスク出版

まつもとのりこ ささきじんこ

アスクしゅっぱん

松本 紀子 ／ 佐々木 仁子

アスク出版

まつもとのりこ ささきじんこ

アスクしゅっぱん

石井 怜子

スリーエーネットワーク

青柳 方子

いしい れいこ あおやぎ ほうこ

すりーえーねっとわーく

石井 怜子 鈴木 英子

スリーエーネットワーク

いしい れいこ すずき えいこ

すりーえーねっとわーく

石井 怜子 青柳 方子

スリーエーネットワーク

いしい れいこ あおやぎ ほうこ

すりーえーねっとわーく

石井 怜子 青柳 方子

スリーエーネットワーク

いしい れいこ あおやぎ ほうこ

すりーえーねっとわーく

石井 怜子 鈴木 英子

スリーエーネットワーク

いしい れいこ すずき えいこ

すりーえーねっとわーく

伊能 裕晃

スリーエーネットワーク

本田 ゆかり

いのう ひろあき ほんだゆかい

すりーえーねっとわーく

伊能 裕晃 本田 ゆかり

スリーエーネットワーク

いのう ひろあき ほんだゆかい

すりーえーねっとわーく

伊能 裕晃 本田 ゆかり

スリーエーネットワーク

いのう ひろあき ほんだゆかい

すりーえーねっとわーく

伊能 裕晃 本田 ゆかり

スリーエーネットワーク

いのう ひろあき ほんだゆかい

すりーえーねっとわーく

中村 かおり

スリーエーネットワーク

福島 佐知

なかむらかおり ふくしまさち

すりーえーねっとわーく

中村 かおり 福島 佐知

スリーエーネットワーク

なかむらかおり ふくしまさち

すりーえーねっとわーく

中村 かおり 福島 佐知

スリーエーネットワーク

なかむらかおり ふくしまさち

すりーえーねっとわーく

中村 かおり 福島 佐知

スリーエーネットワーク

なかむらかおり ふくしまさち

すりーえーねっとわーく

中村 かおり 福島 佐知

スリーエーネットワーク

なかむらかおり ふくしまさち

すりーえーねっとわーく

福岡 理恵子

スリーエーネットワーク

清水 知子

ふくおか りえこ しみずかずこ

すりーえーねっとわーく

田代 ひとみ 中村 則子

スリーエーネットワーク

たしろひとみ なかむらのりこ

すりーえーねっとわーく

版年
2010
2010
2015
2015
2015
2015
2017
2017
2018
2018
2018
2018
2017
2018
2018
2018
2018
2018
2015
2018
2018
2016

登録番号
45 10100251
46 10100252
47 10100258
48 10100235
49 10100240
50 10100245
51 10100246
52 10100255
53 10100256
54 10016162
55 10016164
56 10016165
57 10018338
58 10017460
59 10017461
60 10017462
61 10017463
62 10017464
63 10021984
64 10018333
65 10100663
66 10100662

書名
新完全マスター読解 日本語能力試験Ｎ３
しんかんぜんますたー どくかい にほんご のうりょくしけん N３
新完全マスター読解 日本語能力試験Ｎ３ ベトナム語版
しんかんぜんますたーどくかい にほんごのうりょくしけん N３ べとなむごばん
新完全マスター読解 日本語能力試験Ｎ４
しんかんぜんますたー どくかい にほんごのうりょくしけん N４
新完全マスター文法 日本語能力試験Ｎ１
しんかんぜんますたーぶんぽう にほんごのうりょくしけん N１
新完全マスター文法 日本語能力試験Ｎ２
しんかんぜんますたーぶんぽう にほんごのうりょくしけん N２
新完全マスター文法 日本語能力試験Ｎ３
しんかんぜんますたーぶんぽう にほんごのうりょくしけん Ｎ２
新完全マスター文法 日本語能力試験Ｎ３ ベトナム語版
しんかんぜんますたーぶんぽう にほんごのうりょくしけん N３ べとなむごばん
新完全マスター文法 日本語能力試験Ｎ４
しんかんぜんますたーぶんぽう にほんごのうりょくしけん N４
新完全マスター文法 日本語能力試験Ｎ４ ベトナム語版
しんかんぜんますたーぶんぽう にほんごのうりょくしけん N４ べとなむごばん
新試験対応 日本語能力試験 予想問題集 Ｎ１
しんしけんたいおう にほんごのうりょくしけん よそうもんだいしゅう N１
新試験対応 日本語能力試験 予想問題集 Ｎ２
しんしけんたいおう にほんごのうりょくしけん よそうもんだいしゅう N2
新試験対応 日本語能力試験 予想問題集 Ｎ３
しんしけんたいおう にほんごのうりょくしけん よそうもんだいしゅう N３
絶対合格日本語能力試験徹底トレーニング Ｎ１ 文字 語彙
ぜったいごうかくにほんごのうりょくしけんてっていとれーにんぐ N１ もじ ごい
短期マスター 日本語能力試験 ドリル Ｎ１
たんきますたー にほんごのうりょくしけん どりる N１
短期マスター 日本語能力試験 ドリル Ｎ２
たんきますたー にほんごのうりょくしけん どりる N2
短期マスター 日本語能力試験 ドリル Ｎ３
たんきますたー にほんごのうりょくしけん どりる N3
短期マスター 日本語能力試験 ドリル Ｎ４
たんきますたー にほんごのうりょくしけん どりる N４
短期マスター 日本語能力試験 ドリル Ｎ５
たんきますたー にほんごのうりょくしけん どりる N５
短期合格 日本語能力試験 ＮⅠ・Ｎ２ 語彙
たんきごうかく にほんごのうりょくしけん N１ N２ ごい
短期合格日本語能力試験Ｎ１ Ｎ２
たんきごうかく にほんごのうりょくしけん N１ N２

著者名

出版者

田代 ひとみ 宮田 聖子

スリーエーネットワーク

たしろひとみ みやた せいこ

すりーえーねっとわーく

田代 ひとみ 宮田 聖子

スリーエーネットワーク

たしろ ひとみ みやた せいこ

すりーえーねっとわーく

田代 ひとみ 宮田 聖子

スリーエーネットワーク

たしろ ひとみ みやた せいこ

すりーえーねっとわーく

友松 悦子

スリーエーネットワーク

福島 佐知

ともまつえつこ ふくしまさち

すりーえーねっとわーく

友松 悦子 福島 佐知

スリーエーネットワーク

ともまつえつこ ふくしまさち

すりーえーねっとわーく

友松 悦子 福島 佐知

スリーエーネットワーク

ともまつえつこ ふくしまさち

すりーえーねっとわーく

友松 悦子 福島 佐知

スリーエーネットワーク

ともまつえつこ ふくしまさち

すりーえーねっとわーく

友松 悦子 福島 佐知

スリーエーネットワーク

ともまつえつこ ふくしまさち

すりーえーねっとわーく

友松 悦子 福島 佐知

スリーエーネットワーク

ともまつえつこ ふくしまさち

すりーえーねっとわーく

国書日本語学校

国書刊行会

としょにほんごがっこう

としょかんこうかい

国書日本語学校

国書刊行会

としょにほんごがっこう

としょかんこうかい

国書日本語学校

国書刊行会

としょにほんごがっこう

としょかんこうかい

松岡 龍美

アスク出版

まつおか たつみ

アスクしゅっぱん

凡人社 編集部

凡人社

ぼんじんしゃ へんしゅうぶ

ぼんじんしゃ

凡人社 編集部

凡人社

ぼんじんしゃ へんしゅうぶ

ぼんじんしゃ

凡人社 編集部

凡人社

ぼんじんしゃ へんしゅうぶ

ぼんじんしゃ

凡人社 編集部

凡人社

ぼんじんしゃ へんしゅうぶ

ぼんじんしゃ

凡人社 編集部

凡人社

ぼんじんしゃ へんしゅうぶ

ぼんじんしゃ

大矢根 祐子 他

スリーエーネットワーク

おおやね ゆうこ ほか

すりーえーねっとわーく

寺田 和子 他

スリーエーネットワーク

てらだかずこ ほか

すりーえーねっとわーく

日本語Ｎ１文法・読解まるごとマスター 英語・中国語・ベトナム語対訳付き 日本語能力試験・日本留学試験読解対策シリーズ

水谷 信子／森本 智子

Ｊリサーチ出版

にほんごN１ ぶんぽう どくかい まるごと ますたー えいご ちゅうごくご べとなむごたいやくつき にほんごのうりょくしけん にほんりゅうがくしけんどくかいたいさくしりーず

みずたにのぶこ もりもとともこ

Ｊリサーチしゅっぱん

日本語Ｎ２文法・読解まるごとマスター 英語・中国語・ベトナム語対訳付き 日本語能力試験・日本留学試験読解対策シリーズ

水谷 信子／森本 智子

Ｊリサーチ出版

にほんごN2 ぶんぽう どくかい まるごと ますたー えいご ちゅうごくご べとなむごたいやくつき にほんごのうりょくしけん にほんりゅうがくしけんどくかいたいさくしりーず

みずたにのぶこ もりもとともこ

Jリサーチしゅっぱん

版年
2017
2017
2018
2017
2018
2018
2017
2018
2015
2010
2010
2010
2012
2010
2010
2010
2010
2010
2012
2012
2019
2019

登録番号
67 10100661
68 10100562
69 10100547
70 10018471
71 10016171
72 10016316
73 10016319
74 10016290
75 10016292
76 10016297
77 10016300
78 10016301
79 10016302
80 10018297
81 10017441
82 10017442
83 10017443
84 10017440
85 10017451
86 10017453
87 10017454
88 10017452

書名

著者名

出版者

日本語Ｎ３文法・読解まるごとマスター 英語・中国語・ベトナム語対訳付き 日本語能力試験・日本留学試験読解対策シリーズ

水谷 信子 ／ 黒岩 しづ可

Ｊリサーチ出版

にほんごN3ぶんぽう どくかいまるごとますたー えいご ちゅうごくご べとなむごたいやくつき にほんごのうりょくしけん にほんりゅうがくどくかいたいさくしりーず

みずたにのぶこ

Jリサーチしゅっぱん

くろいわしづか

日本語Ｎ４ 文法・読解まるごとマスター 英語・中国語・ベトナム語対訳付き 日本語能力試験・日本留学試験読解対策シリーズ

水谷 信子

Ｊリサーチ出版

にほんごN４ ぶんぽう どくかい まるごとますたー えいご ちゅうごくご べとなむごたいやくつき にほんごのうりょくしけん にほんりゅうがくしけんどくかいたいやくしりーず

みずたにのぶこ

Jリサーチしゅっぱん

版年
2018
2017

日本語Ｎ５文法・読解まるごとマスター 英語・中国語・ベトナム語対訳付き 日本語能力試験・日本留学試験読解対策シリーズ

水谷 信子

Ｊリサーチ出版

にほんごN５ ぶんぽう どくかい まるごとますたー えいご ちゅうごくご べとなむごたいやくつき にほんごのうりょくしけん にほんりゅうがくしけんどくかいたいやくしりーず

みずたにのぶこ

Jリサーチしゅっぱん

日本語能力Ｎ１に出る日本語単語スピードマスター
にほんごのうりょくN１にでるにほんごたんごすぴーどますたー
日本語能力試験 Ｎ３ 読解 言語知識 対策問題＆要点整理
にほんごのうりょくしけん N３ どくかい げんごちしき たいさくもんだい あんど ようてん せいり
日本語能力試験 対策 日本語総まとめ Ｎ１ 文法
にほんごのうりょくしけん たいさく にほんごそうまとめ N１ ぶんぽう
日本語能力試験 対策 日本語総まとめ Ｎ１ 文法
にほんごのうりょくしけん たいさく にほんごそうまとめ N１ ぶんぽう
日本語能力試験 模試と対策 Ｎ１
にほんごのうりょくしけん もしとたいさく N１
日本語能力試験 模試と対策 Ｎ１
にほんごのうりょくしけん もしとたいさく N１
日本語能力試験 模試と対策 Ｎ２
にほんごのうりょくしけん もしとたいさく N２
日本語能力試験 模試と対策 Ｎ２
にほんごのうりょくしけん もしとたいさく N２
日本語能力試験 模試と対策 Ｎ３
にほんごのうりょくしけん もしとたいさく N3
日本語能力試験 模試と対策 Ｎ３
にほんごのうりょくしけん もしとたいさく N3
日本語能力試験 模試と対策 ＶＯＬ２ Ｎ３
にほんごのうりょくしけん もしとたいさく ぼりゅーむ ２ N３
日本語能力試験 問題集 Ｎ１ 語彙 スピードマスター
にほんごのうりょくしけん もんだいしゅう N１ ごい すぴーどますたー
日本語能力試験 問題集 Ｎ１ 聴解 スピードマスター
にほんごのうりょくしけん もんだいしゅう N１ ちょうかい すぴーどますたー
日本語能力試験 問題集 Ｎ１ 読解 スピードマスター
にほんごのうりょくしけん もんだいしゅう N１ どくかい すぴーどますたー
日本語能力試験 問題集 Ｎ１ 文法 スピードマスター
にほんごのうりょくしけん もんだいしゅう N１ ぶんぽう すぴーどますたー
日本語能力試験 問題集 Ｎ２ 語彙 スピードマスター
にほんごのうりょくしけん もんだいしゅう N2 ごい すぴーどますたー
日本語能力試験 問題集 Ｎ２ 聴解 スピードマスター
にほんごのうりょくしけん もんだいしゅう N2 ちょうかい すぴーどますたー
日本語能力試験 問題集 Ｎ２ 読解 スピードマスター
にほんごのうりょくしけん もんだいしゅう N2 どくかい すぴーどますたー
日本語能力試験 問題集 Ｎ２ 文法 スピードマスター
にほんごのうりょくしけん もんだいしゅう N2 ぶんぽう すぴーどますたー

倉品 さやか

Ｊリサーチ出版

くらしな さやか

Jリサーチしゅっぱん

日本語教育研究所

日本能率協会マネジメントセンター

にほんごきょういくけんきゅうじょ

にほんごのうりつきょうかいまねじめんとせん

佐々木 仁子 松本 紀子

アスクしゅっぱん

ささき じんこ まつもとのりこ

アスクしゅっぱん

佐々木 仁子 松本 紀子

アスクしゅっぱん

ささき じんこ まつもとのりこ

アスクしゅっぱん

新ＪＬＰＴ研究会 アスク出版編集部

アスク出版

新ＪＬＰＴけんきゅうかい あすくしゅっぱんへんしゅうぶ

アスクしゅっぱん

新ＪＬＰＴ研究会 アスク出版編集部

アスク出版

新ＪＬＰＴけんきゅうかい あすくしゅっぱんへんしゅうぶ

アスクしゅっぱん

新ＪＬＰＴ研究会 アスク出版編集部

アスク出版

新ＪＬＰＴけんきゅうかい あすくしゅっぱんへんしゅうぶ

アスクしゅっぱん

新ＪＬＰＴ研究会 アスク出版編集部

アスク出版

新ＪＬＰＴけんきゅうかい あすくしゅっぱんへんしゅうぶ

アスクしゅっぱん

新ＪＬＰＴ研究会 アスク出版編集部

アスク出版

新ＪＬＰＴけんきゅうかい あすくしゅっぱんへんしゅうぶ

アスクしゅっぱん

新ＪＬＰＴ研究会 アスク出版編集部

アスク出版

新ＪＬＰＴけんきゅうかい あすくしゅっぱんへんしゅうぶ

アスクしゅっぱん

新ＪＬＰＴ研究所

アスク出版

新ＪＬＰＴけんきゅうじょ

アスクしゅっぱん

中島 智子 高橋 尚子 松本 知恵

Ｊリサーチ出版

なかしまともこ たかはしなおこ まつもとちえ

Jリサーチしゅっぱん

青木 幸子 塩川 絵里子 藤田 朋世 水野 沙江香 渡部 真由美

Ｊリサーチ出版

あおきさちこ しおかわえりこ ふじたどもよ みずのさえか わたなべまゆみ

Jリサーチしゅっぱん

菊池 富美子 黒岩 しづ可 日置 陽子 竹田 慎吾

Ｊリサーチ出版

きくちとみこ くろいわしづか ひおきようこ たけだしんご

Jリサーチしゅっぱん

2017
2012
2010

有田 聡子 大久保 理恵 北村 優子 高橋 尚子

Ｊリサーチ出版

ありたさとこ おおくぼりえ きたむらゆうこ たかはしなおこ

Jリサーチしゅっぱん

中島 智子 高橋 尚子 松本 知恵

Ｊリサーチ出版

なかしまともこ たかはしなおこ まつもとちえ

Jリサーチしゅっぱん

棚橋 明美 杉山 ますよ 野原 ゆかり

Ｊリサーチ出版

たなはしあけみ すぎやまますよ のはらゆかり

Jリサーチしゅっぱん

小林 ひとみ 桑原 里奈 木村 理恵

Ｊリサーチ出版

こばやしひとみ くわはらりな きむらりえ

Jリサーチしゅっぱん

渡邉 亜子 白石 知代

Ｊリサーチ出版

わたなべあこ しらいしかずよ

Jリサーチしゅっぱん

2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2012
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

登録番号
89 10017455
90 10017457
91 10017458
92 10017456
93 10018299
94 10018300
95 10018301
96 10018302
97 10100660
98 10100659
99 10100658
100 10100657
101 10100656
102 10018618
103 10018294
104 10018321
105 10016323
106 10016325
107 10016326
108 10016346
109 10016343
110 10016337

書名
日本語能力試験 問題集 Ｎ３ 語彙 スピードマスター
にほんごのうりょくしけん もんだいしゅう N3 ごい すぴーどますたー
日本語能力試験 問題集 Ｎ３ 聴解 スピードマスター
にほんごのうりょくしけん もんだいしゅう N3 ごい すぴーどますたー
日本語能力試験 問題集 Ｎ３ 読解 スピードマスター
にほんごのうりょくしけん もんだいしゅう N3 どくかい すぴーどますたー
日本語能力試験 問題集 Ｎ３ 文法 スピードマスター
にほんごのうりょくしけん もんだいしゅう N３ ぶんぽう すぴーどますたー
日本語能力試験ＪＬＰＴ公式問題集Ｎ２ ＣＤ１枚付
にほんごのうりょくしけん ＪＬＰＴ こうしきもんだいしゅう N２ ＣＤ１まいつき
日本語能力試験ＪＬＰＴ公式問題集Ｎ３ ＣＤ１枚付
にほんごのうりょくしけん JLPT こうしきもんだいしゅう N２ ＣＤ１まいつき
日本語能力試験ＪＬＰＴ公式問題集Ｎ４
にほんごのうりょくしけん JLPT こうしきもんだいしゅう N４
日本語能力試験ＪＬＰＴ公式問題集 Ｎ５
にほんごのうりょくしけん JLPT こうしきもんだいしゅう N５
日本語能力試験ＪＬＰＴ公式問題集第二集Ｎ１
にほんごのうりょくしけん JLPT こうしきもんだいしゅう だいにしゅう N１
日本語能力試験ＪＬＰＴ公式問題集第二集 Ｎ２
にほんごのうりょくしけん JLPT こうしきもんだいしゅう だいにしゅう N2
日本語能力試験ＪＬＰＴ公式問題集第二集Ｎ３
にほんごのうりょくしけん JLPT こうしきもんだいしゅう だいにしゅう N3
日本語能力試験ＪＬＰＴ公式問題集第二集Ｎ４
にほんごのうりょくしけん JLPT こうしきもんだいしゅう だいにしゅう N4
日本語能力試験ＪＬＰＴ公式問題集第二集Ｎ５
にほんごのうりょくしけん JLPT こうしきもんだいしゅう だいにしゅう N5
日本語能力試験Ｎ１に出る重要単語集
にほんごのうりょくしけん N１にでるじゅうようたんごしゅう
日本語能力試験Ｎ２に出る日本語単語スピードマスター２５００
にほんごのうりょくしけん N２にでるにほんごたんごすぴーどますたー ２５００
日本語能力試験公式問題集 Ｎ１
にほんごのうりょくしけんこうしきもんだいしゅう N１
日本語能力試験対策 日本語総まとめ Ｎ１ 漢字
にほんごのうりょくしけん たいさく にほんごそうまとめ N１ かんじ
日本語能力試験対策 日本語総まとめ Ｎ１ 漢字
にほんごのうりょくしけんたいさく にほんごそうまとめ N１ かんじ
日本語能力試験対策 日本語総まとめ Ｎ１ 語彙
にほんごのうりょくしけんたいさく にほんごそうまとめ N１ ごい
日本語能力試験対策 日本語総まとめ Ｎ１ 語彙
にほんごのうりょくしけんたいさく にほんごそうまとめ N１ ごい
日本語能力試験対策 日本語総まとめ Ｎ２ 語彙
にほんごのうりょくしけん たいさく にほんごそうまとめ N２ ごい
日本語能力試験対策 日本語総まとめ Ｎ２ 文法
にほんごのうりょくしけんたいさく にほんごそうまとめ N２ ぶんぽう

著者名

出版者

中島 智子 松田 佳子 高橋 尚子

Ｊリサーチ出版

なかしまともこ まつだよしこ たかはしなおこ

Jリサーチしゅっぱん

棚橋 明美 杉山 ますよ 野原 ゆかり

Ｊリサーチ出版

たなはしあけみ すぎやまますよ のはらゆかり

Jリサーチしゅっぱん

渡邉 亜子 菊池 民子

Ｊリサーチ出版

わたなべあこ きくちたみこ

Jリサーチしゅっぱん

清水 知子 大場 理恵子 鈴木 美希

Ｊリサーチ出版

しみずかずこ おおばりえこ すずきみき

Jリサーチしゅっぱん

日本国際教育支援協会

凡人社

にほんごきょういくしえんきょうかい

ぼんじんしゃ

日本国際教育支援協会

凡人社

にほんごきょういくしえんきょうかい

ぼんじんしゃ

日本国際教育支援協会

凡人社

にほんごきょういくしえんきょうかい

ぼんじんしゃ

日本国際教育支援協会

凡人社

にほんごきょういくしえんきょうかい

ぼんじんしゃ

国際交流基金 日本国際教育支援協会

凡人社

こくさいこうりゅうききん にほんこくさいきょういくしえんきょうかい

ぼんじんしゃ

国際交流基金 日本国際教育支援協会

凡人社

こくさいこうりゅうききん にほんこくさいきょういくしえんきょうかい

ぼんじんしゃ

国際交流基金 日本国際教育支援協会

凡人社

こくさいこうりゅうききん にほんこくさいきょういくしえんきょうかい

ぼんじんしゃ

国際交流基金 日本国際教育支援協会

凡人社

こくさいこうりゅうききん にほんこくさいきょういくしえんきょうかい

ぼんじんしゃ

国際交流基金 日本国際教育支援協会

凡人社

こくさいこうりゅうききん にほんこくさいきょういくしえんきょうかい

ぼんじんしゃ

松本 隆 他

アルク

まつもとたかし ほか

アルク

倉品 さやか

Ｊリサーチ出版

くらしな さやか

Jリサーチしゅっぱん

日本国際教育支援協会

凡人社

にほんこくさいきょういくしえんきょうかい

ぼんじんしゃ

佐々木 仁子 松本 紀子

アスク出版

ささき じんこ まつもとのりこ

アスクしゅっぱん

佐々木 仁子 松本 紀子

アスク出版

ささき じんこ まつもとのりこ

アスクしゅっぱん

佐々木 仁子 松本 紀子

アスク出版

ささき じんこ まつもとのりこ

アスクしゅっぱん

佐々木 仁子 松本 紀子

アスク出版

ささき じんこ まつもとのりこ

アスクしゅっぱん

佐々木 仁子 松本 紀子

アスク出版

ささき じんこ まつもとのりこ

アスクしゅっぱん

佐々木 仁子 松本 紀子

アスク出版

ささき じんこ まつもとのりこ

アスクしゅっぱん

版年
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2018
2018
2018
2018
2018
2013
2012
2012
2010
2010
2010
2010
2010
2010

登録番号
111 10016355
112 10016359
113 10016361
114 10016363
115 10016352
116 10016353
117 10018467
118 10018298

書名
日本語能力試験対策 日本語総まとめ Ｎ３ 漢字
にほんごのうりょくしけん たいさく にほんごそうまとめ N３ かんじ
日本語能力試験対策 日本語総まとめ Ｎ３ 漢字
にほんごのうりょくしけん たいさく にほんごそうまとめ N３ かんじ
日本語能力試験対策 日本語総まとめ Ｎ３ 語彙
にほんごのうりょくしけんたいさく にほんごそうまとめ N３ ごい
日本語能力試験対策 日本語総まとめ Ｎ３ 語彙
にほんごのうりょくしけんたいさく にほんごそうまとめ N３ ごい
日本語能力試験対策 日本語総まとめ Ｎ３ 文法
にほんごのうりょくしけんたいさく にほんごそうまとめ N３ ぶんぽう
日本語能力試験対策 日本語総まとめ Ｎ３ 文法
にほんごのうりょくしけんたいさく にほんごそうまとめ N３ ぶんぽう
日本語能力試験短期マスター聴解ドリル１ Ｎ２・Ｎ３レベル
にほんごのうりょくしけんたんきますたーちょうかいどりる１ N２ N３れべる
日本語能力試験直前対策 Ｎ３ 文字 語彙 文法
にほんごのうりょくしけんちょくぜんたいさく Ｎ３ もじ ごい ぶんぽう

著者名

出版者

佐々木 仁子 松本 紀子

アスク出版

ささき じんこ まつもとのりこ

アスクしゅっぱん

佐々木 仁子 松本 紀子

アスク出版

ささき じんこ まつもとのりこ

アスクしゅっぱん

佐々木 仁子 松本 紀子

アスク出版

ささき じんこ まつもとのりこ

アスクしゅっぱん

佐々木 仁子 松本 紀子

アスク出版

ささき じんこ まつもとのりこ

アスクしゅっぱん

佐々木 仁子 松本 紀子

アスク出版

ささき じんこ まつもとのりこ

アスクしゅっぱん

佐々木 仁子 松本 紀子

アスク出版

ささき じんこ まつもとのりこ

アスクしゅっぱん

浅野 陽子

凡人社

あさのようこ

ぼんじんしゃ

日本語能力試験問題研究所（編）

日本語能力試験問題研究所（編）

にほんごのうりょくしけんもんだいけんきゅうじょ（へん）

にほんごのうりょくしけんもんだいけんきゅうじょ（へん）

版年
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2012
2012

