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・図書検索機で目的の本を探す場合は、キーワードに「日本語␣単語」、 「日本語␣会話」、「日本語能力試験」など

を入力してください。 

・直接本棚に行って探す場合は、分類記号で探します。 

日本語で書かれたものは「日本語」（分類810.7）の棚、英語で書かれたものは「英語」（分類810.7）の棚にあります。日

本語教育についてはそれぞれ「810.7」の所にあります。場所は、3階ことばと国際交流コーナー内にあります。 

 

 

 

【日本語学習】 

１ 

すぐに使える日本語会話超ミニフレーズ発展 210 810.7/ｽｸ 

水谷 信子／監修 J リサーチ出版 2016 

日本語でのコミュニケーションで必要なフレーズ集。すぐに使える会話例を約 9000収録。付録 CD2 枚付き。 

２ 

JAPANESE FOR BEGINNERS 810.7/TO 

豊里 幸子／著 チャールズ・イー・タトル出版 2016 

外国語として日本語学習を始める人向けの、日本語の基礎から学べる入門書。本文英語。付録 CD付き。 

３ 

日本語文型辞典 タイ語版 813.19/ﾆﾎ 

グループ・ジャマシイ/編著 くろしお出版 2012 

日本語学習者向けの日本語文型辞典。豊富な用例をタイ語の対訳付きで学習できる。韓国語版・ベトナム語版あり。  

４ 

小論文これだけ! 短大・推薦入試から難関校受験まで 

書き方超基礎編 
816.5/ｼﾖ 

樋口 裕一/著 東洋経済新報社 2013 

小論文の書き方入門書。合格できる小論文の書き方を解説。このほか分野別のシリーズあり。 

５ 

ビジネス日本語マスターテキスト 英語中国語韓国語対応 810.7/ﾋｼ 

本間 正人／監修 IBC パブリッシング 2017 

ビジネス日本語学習用テキスト。日本のビジネスの場での習慣やマナーを学べる。 

 

日本語を学ぶ Learning Japanese 

 

１．キーワードや分類から探す 

２．本や雑誌で学ぶ 

「日本語」を学ぶために役立つ本や情報を紹介します。 
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【漢字学習】 

 

【多読】 

１ 

にほんご多読ブックス 817.7/ﾆﾎ 

NPO 多言語多読／監修 大修館書店 

小説や落語ノンフィクションなどを読むことができる多読シリーズ。自分の日本語レベルに合わせて読める。 

２ 

レベル別日本語多読ライブラリー 817.7/ﾚﾍ 

NPO 多言語多読／監修 アスク出版 

日本語を勉強する人向けの多読シリーズ。文章は CD でも聞くことができるので耳からも日本語を学ぶことができる。 

 

【雑誌】 

１ 
Hir@gana Times(ひらがなタイムズ) 

302/ﾋﾗ 

ヤック企画 

日本語学習者向けの月刊雑誌。今の日本の話題を交えて日本語を学ぶことができる。日英表記。 

 

【日本語学習（試験対策）】 

１ 

日本語単語スピードマスター （シリーズ） 810.7/ｸﾗ 

倉品 さやか／著 J リサーチ出版 

日本語能力試験で出題される単語を、N1～N5 のレベル別、ネパール語・カンボジア語・ラオス語版、マレーシア語・ミ

ャンマー語・フィリピノ語版、タイ語・ベトナム語・インドネシア語版の言語別にシリーズあり。巻末索引あり。CD付き。 

２ 

新完全マスター 日本語能力試験 （シリーズ） 801.7/ｼﾝ 

氏原 庸子ほか／著 スリーエーネットワーク 

日本語能力試験で出題される、文法・語彙・読解問題・聴解問題を分析・解説。解き方のパターンがわかるレベル別

のシリーズ。練習問題多数。巻末に索引あり。 

３ 

日本語能力試験・日本留学試験読解対策シリーズ 810.7/ﾐｽ 

水谷 信子／監修・著 J リサーチ出版 

試験のレベル別に、文法の学習に必要な項目をカバー。英語・中国語・ベトナム語の対訳付き。 

 

１ 

みんなの日本語初級Ⅰ漢字練習帳 810.7/ﾆﾎ/ 

東京国際日本語学院/著 スリーエーネットワーク 2012 

「みんなの日本語初級Ⅰ本冊第２版」とセットで使う漢字練習帳。巻末に漢字索引あり。 

２ 

漢字ビギナーズ 24 の法則でわかる! 810.7/ﾆﾎ 

武部 良明/著 アルク 2014 

日本語文字学習シリーズ。漢字の成り立ちについて絵を交えて解説しながら、漢字を覚える際の 24のポイントを学べ

ます。英語・ベトナム語訳付き。巻末に漢字索引あり。 

３ 

A Guide to Reading and Writing JAPANESE 810.7/SA 

フローレンス坂出/著 チャールズ・イー・タトル出版 2014 

漢字の書き順、意味、用例を表記。漢字学習を基礎から学べる。巻末に常用漢字 2136 字の索引あり。本文英語。 
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１ 

NEWS WEB EASY NHK 日本放送協会 

https://www3.nhk.or.jp/news/easy/ 

やさしい日本語で書いたニュースが読める。ふりがな付き。映像・音声あり。 

２ 

JPLANG 東京外国語大学 

https://jplang.tufs.ac.jp/ 

日本語を勉強するための E-learning 教材のページ。文法・聴解など項目別に学習できる。12か国語に対応。 

３ 

エリンが挑戦！にほんごできます。（WEB 版） 国際交流基金 

https://www.erin.ne.jp/ 

テレビ番組から生まれた、エリンと日本語を学べる教材。動画や音声で楽しく学べる。8 か国語に対応。 

４ 

アニメ・マンガの日本語 Japanese in Anime & Manga 国際交流基金 関西国際センター 

http://anime-manga.jp/ 

アニメやマンガの表現をクイズやゲーム形式で学ぶことができる。6 言語に対応。 

５ 

まるごと+  MARUGOTO Plus Japanese Learning 国際交流基金 

http://www.marugotoweb.jp/ 

日本のことばや文化を学ぶことができる。目的に応じた My リストを作ることができる。6 言語に対応。 

６ 

日本語を楽しもう！ 国立国語研究所 

http://pj.ninjal.ac.jp/archives/Onomatope/index.html 

擬音語・擬態語が学べるサイト。50 音別、カテゴリー別に、擬音語・擬態語の使い方を紹介。 

７ 

日本語でケアナビ NIHONGO de CARE-NAVI 国際交流基金 関西国際センター 

http://nihongodecarenavi.jp/ 

介護の場で必要な日本語が学べる。場面ごとの日本語が検索できる。英語・インドネシア語に対応。 

 

 

 

 

 

１ 

日本語能力試験（JLPT） 国際交流基金・（公財）日本国際教育支援協会 

https://www.jlpt.jp/about/index.html 

日本語学習者向けの日本語試験。 

5段階（N1、N2、N3、N4、N5）に分かれており、自分に合ったレベルを選ぶことができる。 

２ 

BJT ビジネス日本語能力テスト （公財）日本漢字能力検定協会 

https://www.kanken.or.jp/bjt/ 

日本語を外国語として学び、ビジネスで日本語を使用する方向けの日本語試験。 

日本のビジネスシーンで求められるコミュニケーション能力を 800点満点で評価する。 

３．インターネットで学ぶ 

 

４．日本語試験を受けるには 

https://www.jlpt.jp/about/index.html
https://www.kanken.or.jp/bjt/
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１ 

日本語サロン 主催：高知日本語サロン 

高知県に住む外国の方向けの日本語教室 

場所：高知国際交流協会（KIA） 

料金：無料 

詳細：高知日本語サロン HP＞カレンダー（http://nihongo.grupo.jp/calendar/）のページから確認してください。 

２ 

日本語教室 主催：（公財）高知県国際交流協会 

初級の日本語教室です。初級Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、漢字読み書きクラスの４教室 

場所：高知国際交流協会（KIA） 

料金：無料（テキスト代が必要です） 

詳細：高知県国際交流協会 HP＞多文化共生コーナー＞日本語の学習支援（http://www.kochi-kia.or.jp/event/） 

のページから確認してください。 

３ 

日本語教室 主催：南国市国際交流協会 

日本語初級者向け、日本語中上級者対象（日本語能力試験を受験したい人）向け教室 

場所：南国市立野田公民館 

料金：100円／日 

詳細：高知県国際交流協会 HP＞南国市国際交流協会 

（http://www.kochi-kia.or.jp/organization/org_a-02.html）のページから確認してください。 

４ 

日本語講座 主催：高知県立大学 国際交流センター 

日常会話よりも少し難しい日本語を学習することができます。 

場所：高知県立大学 永国寺キャンパス 

料金：無料 

詳細：高知県立大学＞国際交流センター＞日本語講座 

（https://www.u-kochi.ac.jp/site/cie/list110-371.html） のページから確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

【開館時間】 

 火曜～金曜 午前９時～午後８時 土曜 午前９時～午後６時（７・８月は午後８時まで） 

 日曜・祝日 午前９時～午後６時 

【休 館 日】  

月曜日（祝日の場合は開館） 毎月第３金曜日（８月および祝日を除く） 

８月１１日（山の日）を含む４日（資料特別整理期間） 年末年始（１２月２９日から１月４日まで） 

 

 

多文化サービスのご利用について 

●日本語や外国語学習に役立つ資料があります。日本語教師の方向けの資料もあります。 

●日本での暮らしに必要な情報、国際交流や異文化理解に関する情報を提供しています。 

●オーテピア図書館にない本などは、リクエストができます。ほかの図書館から借りたり、購入したりする

ことがあります。詳しくはカウンターでおたずねください。 

５．高知県内の日本語教室 

 

〒780-0842 高知市追手筋 2-1-1 

TEL：088-823-4946 FAX：088-823-9352 

http://otepia.kochi.jp/library 

http://www.kochi-kia.or.jp/organization/org_a-02.html

