価格は全て税込み表記です。

オンライン教材

「eTRY ！」、
「動く絵本ライブラリー」以外のオンライン教材をご紹介します。

JLPT オンラインハーフ模試 N1 〜 N5
本番の半分の問題数・時間で受験できる模試です。パソコン・タブレット・
スマートフォンで受験できます。自動採点で詳細な個人成績表とクラス単位
での成績分析シートをダウンロードでき、先生方のご負担を大きく軽減しま
す。
各 550 円

映像で身につける！外国人のためのやさしい介護
日本で介護職を目指す外国人のために制作した動画教材です。実際の介護
施設で撮 影しています。介護の基本と、介護で使う日本語を動画を見なが
ら学ぶことができます。

1,980 円

TCCB 日本語ビジネスコミュニケーション能力測定テス

ト デジタル ライト版

ALA アカデミー・オブ・ランゲージ・アーツとの共同開発

ビジネス日本語コミュニケーション能力を測るテスト。作文や発話の録音を

オンラインで行い、日本語教師が個別に採点。ビジネス日本語 運用力のレ
8,250 円

電子書籍

ベルと課題を記載した成績表をお渡しします。

ブラウザからご覧いただける電子書籍をご紹介します。
紙書籍の 2 割引きで 2 年間ご利用いただけます。

TRY ！ 日本語能力試験 N1 文法から伸ばす日本語
改訂版（英語）／ベトナム語改訂新版／中国語版

ABK（公益財団法人 アジア学生文化協会）

N1 レベルの 129 文型を新聞記事や実用書、講演、ビジネス会話など色々なタ
イプの文章を通して学習。難しい語彙表現の理解を助けるイラストも満載。

1,584 円

TRY ！ 日本語能力試験 N2 文法から伸ばす日本語
改訂版（英語）／ベトナム語改訂新版／中国語版

ABK（公益財団法人 アジア学生文化協会）

N2 レベルの 149 文型を、スピーチやニュース、友だち同士の会話、エッセー
や論説文など、いろいろなタイプの文章を通して学習。復習問題が 2 段階あ

1,584 円

り、練習も充実。

TRY ！ 日本語能力試験 N3 文法から伸ばす日本語
改訂版（英語）／ベトナム語改訂新版／中国語版

ABK（公益財団法人 アジア学生文化協会）

N3 レベルの 127 文型を、ブログやお知らせ、レシピ、友だちとの会話、面

接での会話など、いろいろなタイプの文章を通して学習。文の形よりも意味
1,496 円

のつながりを意識させる練習が充実。

TRY ！ 日本語能力試験 N4 文法から伸ばす日本語
改訂版（英語）／ベトナム語改訂新版／中国語版

ABK（公益財団法人 アジア学生文化協会）

N4 レベルの 100 文型を、友だちとの会話や簡単なスピーチ、アルバイト

の面接 会話など、いろいろなタイプの文章を通して学習。あいさつ表現や、
1,496 円

助詞・副詞・指示語・自他動詞のページも充実。1 回分の模試も用意。

TRY ！ 日本語能力試験 N5 文法から伸ばす日本語

改訂版（英語）／ベトナム語改訂新版／中国語版
ABK（公益財団法人 アジア学生文化協会）

N5 レベルの 46 文型を、友だちとの会話や、電器店での店員との会話など

を通して学習。あいさつ表現や、数の表現、活用など、初級で必要な項目
1,320 円

を網羅。1 回分の模試で力試しも。

TRY! 日本語能力試験 N1~5 ／ START 教師のガイド
ブック（補助教材付き）

便利な補助教材 FREE

N1-N5 2,200 円 ／ START 1760 円

授 業の流れ 、学生への声掛けの仕方などを取り上げた『 TRY ！』のガイド

ブックです。無料でダウンロードできる絵カードやワークシートも、教 室活
動や宿題にぜひご利用下さい。

「日本語能力試験」対策 日本語総まとめ 語彙 N1-N3
佐々木 仁子／松本 紀子

約 1300 語を 8 週間で学習。幅広い場面で使われる語彙を、機能・トピック

ごとに分類して紹介（N1）。約 1400 語を 8 週間で学習。前半は生活場面ご

とに、後半は複合語・漢字語など形式別に分類（N2）。約 1200 語を 6 週間

で学習。前半は生活場面ごとに、後半は複合語・慣用句など形式別に分類
（N3）。
1,056 円

改訂新版「日本語能力試験」対策 日本語総まとめ 文
法 N1-N3
佐々木 仁子／松本 紀子

全体的に色を２色にすることでより明るい雰囲気になり、時代に即した語彙や
内容に変更。別冊に解説や翻訳を掲載。また各週の終わりに復習用の問題を
1,056 円

追加と日本語能力試験と同じ形式の「模擬試験」を追加しました。

「日本語能力試験」対策 日本語総まとめ 漢字 N1-N3
佐々木 仁子／松本 紀子

1550 字・約 2300 語を 8 週間で学習。新聞記事など、漢字を使って読む力

までを養う（N1）。739 字・約 2200 語を 8 週間で学習。広告やメールなど、
漢字の運用力までを養う（N2）。336 字・約 850 語を 6 週間で学習。日
常生活でよく使われる漢字語彙を紹介（N3）。

1,056 円

「日本語能力試験」対策 日本語総まとめ 読解 N1-N3
佐々木 仁子／松本 紀子

ニックを 6 週間で学習。さまざまなタイプの文章を用意（N1）。意見文や説明
文の読解テクニックを 6 週間で学習。エッセーなどさまざまなタイプの文章を

用意（N2）。意見文や説明文の読解テクニックを 6 週間で学習。日記や小説

などさまざまな文章を用意（N3）。
1,056 円

「日本語能力試験」対策 日本語総まとめ 聴解 N1-N3
佐々木 仁子／松本 紀子

受身形など短い文の聞き取りから始まり、段階的に聴解力を身につける。場

面別の聞き取り練習も（N1）。約 1400 語を 8 週 間で学習。前半は生活 場

面ごとに、後半は複合語・漢字語など形式別に分類（N2）。約 1200 語を 6

週間で学習。前半は生活場面ごとに、後半は複合語・慣用句など形式別に分

1,408 円

類（N3）。

日本語総まとめ N4 漢字・ことば／文法・読解・聴解／
N5 かんじ・ことば・ぶんぽ う・読む・聞く
佐々木 仁子／松本 紀子

N4 漢字・ことば 1,056 円／文法・読解・聴解 1,320 円
N5 かんじ・ことば・ぶんぽう・読む・聞く 1,320 円

N4 頻出、日常生活でも役に立つ漢字約 200 と語彙約 300 を 1 日２ページ、
6 週間で無理なく学べる（N4 漢字・ことば）。N4 必須の基本的文型を 4 週
間で一通り復習した後、読解と聴解の重要ポイントを 1 週間ずつ練習。
（N4
文法・読解・聴解）N5 で出題される漢字・語彙・文法・読解・聴解の重要ポ
イントが 1 冊に！ 6 週間で受験準備が完成（N5 かんじ・ことば・ぶんぽう・
読む・聞く）

つなぐにほんご

初級 1~2

ヒューマンアカデミー日本語学校

「どんな場面でどんなことができるか」を目標にした、実践型の初級総合テキ

スト。最初に実際の場面を想定した場面会話、次に会話で使った文型の確認・

練習、最後に応用練習で、コミュニケーション力を養う。音声、授業のヒント、
絵カードは公式サイトよりダウンロード可。英語訳付き。
2,200 円

つなぐにほんご

初級 1~2

ワークブック

ヒューマンアカデミー日本語学校

１冊で文法・聴解の両方の練習ができ、文法はパートごと、聴解は課ごとの

表裏 2 頁で、ミシン目で切り離して宿題としても使えます。文法問題は、基礎

練習・実践練習・単文作成の 3 つのステップで学習の定着を図り、文法問題、

聴解問題ともに JLPT の出題形式を多く採用。音声ダウンロード、文字・語彙・

1,760 円

活用の練習ができる Web ドリル付き。

日本語パワードリル N1~3 文字・語彙
松浦 真理子・鈴木 健司（監修）／アスク出 版 編集部（編）

N1 試験と同じ 4 形式の問題を、見開き 2 ページにバランスよく配置。収録

問題数 660 問（N1）。N2 試 験と同じ 4 形式の問題を、見開き 2 ページに

バランスよく配置。収録問題数 640 問（N2）。N3 試験と同じ 5 形式の問
題を、見開き 2 ページにバランスよく配置。収録問題数 640 問（N3）。

774 円

日本語パワードリル N1~3 文法
松浦 真理子・鈴木 健司（監修） アスク出 版 編集部（編）

N1 試験と同じ 3 形式の問題を、見開き 2 ページにバランスよく配置。収録問

題数 580 問（N1）。N2 試験と同じ 3 形式の問題を、見開き 2 ページにバラ

ンスよく配置。収録問題数 580 問（N2）。N3 試験と同じ 3 形式の問題を、

見開き 2 ページにバランスよく配置。収録問題数 580 問（N3）。
774 円

はじめての日本語能力試験 合格模試 N1~5
アスク出版編集部

N1 模試を 3 回分収録。英語・中国語・ベトナム語訳付き（N1）。N1 模試を
3 回分収録。英語・中国語・ベトナム語訳付き（N2）。N3 模試を 3 回分収録。
英語・中国語・ベトナム語訳付き（N3）。N3 模試を 3 回分収録。英語・中国語・
ベトナム語訳付き。
（N4）。N3 模試を 3 回分収録。英語・中国語・ベトナム
語訳付き。
（N5）。

1,584 円

1 日 10 分

身近なテーマから広げる！
にほんご語彙力アップトレーニ
ング

初級からはじめる読解 120
ヒューマンアカデミー日本語学校

木下 謙朗

1 日に１読解、毎日 10 分程度、読解問題

に取り組むことで、読解の基礎体力がつき
1,408 円

ます。日本語の学習を始めて、ひらがな・
カタカナの学習が終わったころから始めら

丸山 真貴子

日本文化・習慣などのテーマ別に語彙を学
1,584 円

れます。 読解問題は 120 題あります。日

ぶことで、実際に使える語彙が増える。練
習・タスクも充実。
【英語・中国語・ベトナ
ム語訳付】

常生活のさまざまな話題

初級が終わったら始めよう
新にほんご敬語トレーニング

- 就活生から社会人まで -

日本で働くための本

金子 広幸

羽鳥美有紀

ロングセラーの「会話トレ」改訂版！シャ

自己分析から応募 書類の書き方、面接ま

ドーイングで「聞く練習」「話す練習」が
1,760 円

三橋 麻子

でき、実 際に話される自然な日本語の音
やリズムが身につく。
【英・中・韓・ベトナ

での就 職 活動、そして入社後に必 要とな
1,760 円

ム語訳付】

るビジネスマナーやビジネス実務、日本の

会社で働くために必要な企業文化の理解、
その 他冠婚 葬 祭や日本のしきたり、食事
のマナーまで幅広く紹介インターネットで

検索するよりも早く、確実な情報をいつで
も知ることのできる一冊

教えて！ ゆか先生
日本語会話表現 60

写真とイラストでわかる！
外国人のためのやさしい介護

村上由佳

加藤美知代

自然な日本語を話すための、会話表現や

JLPT N4 レベル。介護分野の外国人材

フレーズを学べる本！「ゆか先生」と一緒

1,408 円

に楽しく勉強できるます。日本に関するミ
ニコラムもたくさん！

桑原偵子

黒木葉子

小林秀樹

のための日本語教材。介護現場に就労す

1,760 円

るために必要な日本語コミュニケーション

や、基本技術を豊富な写真やイラストで学
習できる。

