
～ Introducing some of the new items in the library ～ 

 

☆『漢字童話』 シリーズ 井上憲雄、本の泉社、2009-2011 

“Kanji douwa” series, Norio Inoue, Honnoizumisha  
 

 

『漢字童話』シリーズは、小学校学習漢字 1006 字、中学校

学習漢字 939 字、新常用漢字 1130 字がそれぞれの童話の中

で使用されています。小学校学習漢字のものには、1 学年で

学習する漢字が 1 つの童話の中に全て盛り込まれ、覚えた漢

字を書けるようにするドリル（書き順、練習問題）もありま

す。楽しく本を読むうちに、自然と漢字を覚えることができ

るシリーズです。 

The “kanji douwa” series feature original and creative stories for children 

using 1006 primary school-level kanji, 939 secondary school-level kanji, 

and 1130 new jouyou kanji. The primary level kanji books have stories 

that include every kanji learned at each year group at Japanese primary 

schools, and the accompanying drills (including stroke order and practice 

questions) for writing kanji. This series lets readers learn kanji naturally as 

they enjoy reading the stories. 
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☆日本語検定公式テキスト「日本語」 初級、中級、上級 安達雅夫ほか、東京書籍 

"Nihongo Kentei" official textbooks for beginners, intermediate and advanced levels, Masao Adachi et el, Tokyo shoseki 

 

日本語検定は、子供から大人まで、日本語を使う全て

の人を対象としています。この公式テキストは、検定

で出題される、語彙、言葉の意味、表記、敬語、漢字、

文法の 6 分野を網羅。日本語検定に興味がある人も、

自分の日本語をチェックしてみたい人にも役立つテキ

ストです。 

The Nihongo Kentei test is aimed at all Japanese speakers, from 

children to adults. These official textbooks include all six areas 

covered by the test – vocabulary, semantics, written expressions, 

polite language, kanji and grammar. These textbooks are useful 

for those thinking about taking the Nihongo Kentei, as well as 

those who simply want to check their own Japanese level. 

 

☆“Black Butler”, “K-ON!”, “Kimi ni todoke”, “Monster”, “Vagabond” etc. (all volume1, in English)  
 

英語に翻訳された、日本マンガの新しいタイトルが

図書館に加わりました。競技かるた部をテーマにし

た『ちはやふる』に関しては、バイリンガル版、日

本語版だけでなく、実際に遊べる百人一首かるたも

所蔵しています。マンガを通じて、日本文化に触れ

てみてはいかがでしょう。 

We have included new English translations of Japanese 

manga in the library. This includes “Chihayafuru,” a manga 

about competitive karuta (a Japanese card game). We have 

the bilingual and Japanese versions of Chihayafuru, and also 

a version of hyakunin-isshu-karuta (“100 famous poems 

karuta”) that you can actually try playing. Why not try learning 

more about Japanese culture through manga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



☆『東日本大震災 2011・3・11 「あの日」のこと』 高橋邦典、ポプラ社、2011 

“Higashi nihon daishinsai 2011・3・11 ‘Anohi’ no koto” Kuninori Takahashi, Poplar publishing  

☆『ともしび: 被災者から見た被災地の記録』 シュープレス、小学館、2011 

“Tomoshibi: Hisaisha kara mita hisaichi no kiroku” Shoe press, Shogakukan   

☆『ふたたび、ここから』 池上正樹、ポプラ社、2011 

“Futatabi, Kokokara” Masaki Ikegami, Poplar publishing   
 

 

2011 年 3 月 11 日、午後 2 時 46 分、マグニチュード

9 の東北地方太平洋沖地震は、東北地方を中心に甚大

な被害をもたらしました。その東日本大震災から 2

年が経とうとしています。これら 3 冊は、被災地で撮

影された数多くの写真と被災された方々の言葉を記

録。今もなお復興への道を歩んでいる被災地の声に耳

を澄ませてみませんか。 

At 2:46pm on March 11th 2011, a magnitude 9 earthquake struck 

the Tohoku region of Japan resulting in tremendous destruction. 

It has been almost two years since this terrible disaster, known 

officially as the Great East Japan Earthquake. These three 

books feature a collection of photographs taken in the areas hit 

by the disaster, accompanied by accounts of the victims. These 

records bring you the voices of those who are still rebuilding their 

lives today. 

 



～ Introducing some of the new items in the library ～ 

 

☆Japanese language Text books 日本語教育に関する教科書 

みんなの日本語初級Ⅰ 第 2版 スリーエーネットワーク 

“Minnano no Nihongo  
 

1998 年に出版されて以来、日本語教科書の定番としてロン

グセラーの『みんなの日本語初級Ⅰシリーズ』の改訂版。本

冊は文法シラバスはそのままに、古くなった語彙を新しい語

彙に差し替え、イラストを使った練習が増え、「問題・会話」の

音声の入った CD 付です。文法解説、漢字練習帳、イラスト

集、標準問題集書いて覚える文型練習帳、絵教材 CD-ROM

ブックも揃いました。 

This is the revised edition of the Minna no Nihongo Shokyuu I 

series, a long-seller that has been recognised as the standard 

for Japanese language textbooks since its publication in 1998.  

The grammar syllabus remains unchanged, but old vocabulary has been replaced with new vocabulary and there are more 

exercises using illustrations. It includes a CD of exercises and conversations. Grammar explanations, a kanji exercise book, 

a collection of illustrations and benchmark tests are also included.  

☆Books about Dyslexiaディスレクシアに関する本３冊 

「怠けてなんかいない」品川裕香著 岩崎書店 

「ＬＤ児のためのひらがな・漢字支援」小池敏英・雲井未歓・窪島務 編集 あいり出版 

「ＬＤ児の漢字学習とその支援」小池敏英 [ほか] 編著 北大路書房 

日本でも特別教育支援もスタートし認識され始めた

ディスレクシア（読み書き困難）。日本のディスレク

シアの現状を、わかりやすく解説し、具体的な指導方

法を紹介した入門書３冊です。 

These three easy-to-follow books outline the present state of 

dyslexia in Japan, and feature practical methods for tackling this 

learning difficulty.  
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☆Reading materials 読解教材 2 冊 

「中上級学習者向け日本語教材 日本文化を読む」（公財）京都日本語教育センター 

 

「J ブンガク」ロバート キャンベル（Robert Campbell）著 東京大学出版会  
 

「日本文化を読む」は村上春樹、よしもとばなな、川端

康成など人気作家の作品など２０編の作品から、日

本文化、日本事情まで学べる読解教材です。内容確

認のための問題集と語彙リストと朗読ＣＤ付き。「Jブン

ガク」は清少納言から川上弘美まで、読んでおきたい

日本の名作 50 編を厳選。時代背景やあらすじをおさ

えつつ、作品のワンシーンを原文と英文で読みくらべ、

日本文学を発見できます。 

Nihon bunka wo yomu takes 20 works from popular 

Japanese authors such as Haruki Murakami, Banana 

Yoshimoto and Yasunari Kawabata and through these 

works introduces Japanese culture and social issues. It includes questions to check understanding of the content, a vocabulary 

list and an audio CD. J Bungaku features a careful selection of 50 must-read Japanese masterpieces from Sei Shonangon to 

Hiromi Kawakami. In addition to covering the historical background and outline of the stories, the book enables readers to 

discover Japanese culture through comparing scenes written in the original Japanese and English.    

 

☆Books on Onomatopoeia 擬声語（擬声語・擬態語）の本 

「ひらひら きらり hira hira kirari」 はせみつこ 冨山房 

 

 

「Japan Times」連載から生まれた「オノマトペ」（擬

音語・擬態語）の本。「しとしと」「ひらひら」等、日

本語をいきいきとさせる「オノマトペ」について、楽

しく理解を深められる一冊。絵と英訳付き。 

 

This book features the “onomatope” (onomatopoeia) first 

serialised in the Japan Times. It enables the readers to 

understand and enjoy onomatopoeic expressions such as “shito 

shito” and “hira hira” which make the Japanese language so “iki 

iki” (lively)! The book includes pictures and English translations. 

 

 



☆Workbooks/textbooks on JLPT 日本語能力試験問題集･参考書  

「漢字マスター N4」 Kanji for beginners アークアカデミー編著 三修社 

「漢字マスター N5」 Introduction to Kanji アークアカデミー編著 三修社 

「きらり日本語 N5 語彙」 Kirari Nihongo Vocabulary 凡人社 

「日本語能力試験模試と対策 Vol.２ N1」新 JLPT 研究会著 アスク出版 

「日本語能力試験模試と対策 Vol.２ N2」新 JLPT 研究会著 アスク出版 

「日本語能力試験模試と対策 Vol.２ N3」新 JLPT 研究会著 アスク出版 

 

漢字マスターN4：漢字 209字を収録した漢字練習帳 

漢字マスターN5：漢字 118字を収録した漢字練習帳 

きらり日本語 N5：JLPT N5 に対応した語彙の「辞書」

「練習帳」「模擬試験」の要素を併せ持った参考書 

日本語能力試験模試と対策 Vol.２N1,N2,N3: 1人でも

しっかりできる JLPT対策用問題集 CD付き  

Kanji Master N4: A kanji exercise book featuring 209 characters. 

Kanji Master N5: A kanji exercise book featuring 118 characters 

Kirari Nihongo N5: A reference book for JLPT N5 including a 

vocabulary dictionary, exercise book and practice test. 

Nihongo nouryoku shiken moshi to taisaku Vol 2 N1, N2, N3: 

A collection of JLPT strategic exercises for private study, 

including a CD. 

☆the world of Haruki Murakami 村上春樹の世界  

「A wild Haruki Chase 世界はどう村上春樹を読むか 」 国際交流基金企画 

「夢を見るために毎朝僕は目覚めるのです」 村上春樹 文藝春秋 

「A wild Haruki Chase」：世界的なハルキ・ブーム

の只中、16 カ国・19 人の翻訳者、出版者、批評家、

作家が一堂に会し、各国のハルキ事情を縦横に語り

合ったシンポジウムの全記録。「夢を見るために毎

朝僕は目覚めるのです」：村上春樹が語る村上春樹

の世界。19 本のインタビューで明かされる作家の素

顔と思想。 

A Wild Haruki Chase contains the complete record from a 

symposium held at the height of the worldwide “Haruki Boom” in which 19 people from 16 countries, including translators, 

publishers, critics and authors, met to discuss all aspects of Haruki Murakami’s popularity across the world. Yume wo miru 

tame ni maiasa boku ha mezameru no desu explains the world of Haruki Murakami according to Haruki Murakami. Across 

19 interviews, readers can discover the truths and idea’s behind the author.  



～ Introducing some of the new items in the library ～ 

 

☆Japanese Textbooks 日本語教科書 

「まるごと初級２（Ａ２）、初中級（Ａ２，Ｂ１）」CD 付き。 国際交流基金 

「JF 日本語教育スタンダード」準拠教材『まるごと 日本のことばと文化』入門（Ａ１）初

級 １ （ Ａ ２ ） に初級２ （ Ａ ２ ） と初中級 （ Ａ ２ ， Ｂ １ ） が加わ りま した 。 こちら

http://www.jpf.go.jp/j/japanese/survey/tsushin/news/index.html では学習者の自習をサポ

ートすることを目的に作られたウェブサイト「まるごと＋」（http://www.marugotoweb.jp/）の

機能、使い方など詳細をご紹介しております 

 

Introductory Level (A1) and Beginner Level (A2) of the JF Standard resource Marugoto – Nihon no kotoba to 

bunka have become Beginner Level 2 (A2) and Lower Intermediate (A2, B1). You can learn how to use 

Marugoto + (www.marugotoweb.jp), a website designed to support learners in their independent study, at 

http://www.jpf.go.jp/j/japanese/survey/tsushin/news/index.html.   

 

『WEEKLY J 日本語で話す６週間』加藤早苗 監修  凡人社 
 

  CEFR の考え方を基本にして作られた日本語テキストです。CEFR の A2～B1 レベル

の日本語学習者が、自然な日本語を使ってコミュニケーションができるようになる

よう工夫がされています。全部で 30ユニットから成り、各ユニットに「子どものと

きのことについて話す」「相手に苦情、文句を言う」などのトピックがあります。ひ

とつのユニットの学習時間の目安は 120 分で、タイトルのとおり、6 週間ですべて

のトピックの学習が終わります。出版社のウェブサイトには、語彙リストや教師用資料が提供されて

います。 

This Japanese textbook is based on the concept of CEFR. It has been designed so that Japanese language 

learners of A2~B1 level according to CEFR can learn to communicate using natural Japanese. It is made up of 

30 units, and each unit includes topics such as “About childhood” and “Expressing dissatisfaction.” Each unit is 

designed to consist of 120 minutes of study time, and as the title suggests, all topics can be completed in six 

weeks. There’s also a vocabulary list and teacher resources available on the publisher website.   

 

 

国際交流基金ロンドン日本文化センター図書館  

The Japan Foundation London Library 
 

新着図書案内  
New Arrival books ＆ Materials   June 2013 

http://www.jpf.go.jp/j/japanese/survey/tsushin/news/index.html
http://www.marugotoweb.jp/
http://www.marugotoweb.jp/
http://www.jpf.go.jp/j/japanese/survey/tsushin/news/index.html


☆Learning Kanji  漢字に関する本 
「My First Japanese Kanji Book はじめての漢字の本」 Tuttle Shokai Inc.  Bilingual edition 

「Read Japanese Today」 Tuttle Shokai Inc.  Bilingual edition 
 

「はじめての漢字の本」は子供のための漢字入門書。詩やイラストを使って 109

字を紹介します。 「My First Japanese Kanji Book」 is an introduction to kanji for 

children. This book introduces 109 kanji characters to children with poems and 

illustrations. It includes different Japanese Government specified first grade level kanji 

characters.  

 

 

「Read Japanese Today」は漢字をわかりやすく理解するためにストーリを使って 400

字を紹介した学習書です。「Read Japanese Today」is a comprehensible and storylike 

approach to an often difficult language. Intended for people on the go, this book will teach 

you to recognise and read the 400 most commonly used Japanese kanji characters. 

 

☆Reading Materials for Intermediate/Advanced 中/上級の為の月刊誌 

「中上級のにほんご」 創作集団にほんご ふりがな付き 

「Hir@gana Times ひらがなタイムズ」 日英バイリンガル Bilingual edition 

「News がわかる」 毎日新聞 ふりがな付き 

「中上級の日本ゴー教室からとびだそう！」は楽しみながら日本語や日本文化の知識

を増やせます。使い方のヒントは http://ss-nihong2.cocolog-nifty.com/blog/をご覧ください 

Chuujoukyuu nihon Go kyoushitsu kara tobidasou! can help you to enjoy increasing your knowledge of 

Japanese language and culture . For tips on how to use this resource, please see its website.  

「Hir@gana Times ひらがなタイムズ」は、魅力あふれる日本を一つの街と見立てて、

日本のありのままを外国人に紹介する日英バイリンガル・タウン誌です。掲載記事は、

高い評価と共に毎年いくつかの大学入試の英語問題に採用され、海外の大学では日本

語教材として使用されています。「Hir@gana Times」introduces the real Japan to non-Japanese 

by looking at Japan as an attractive, unique town in the global village. Its articles are used every 

year in some Japanese university English exams, and used as a Japanese text in overseas 

universities. You can read its articles on its website; www.hiraganatimes.com. 

「News がわかる」は、おもに小中学生向けにニュースをわかり易く解説するニュース

学習誌です。News ga wakaru is a resource aimed mainly at primary and secondary school pupils that 

explains news stories in an easy-to-understand manner. 

 

http://ss-nihong2.cocolog-nifty.com/blog/をご覧ください
http://ss-nihong2.cocolog-nifty.com/blog


☆Audio-visual Materials 視聴覚教材 

「紙芝居がきたぞ̴」（公財）京都日本語教育センター 
 

実演まちかど紙芝居シリーズ 第 1 巻：①ちゅん子の幸い②地球の大

王③ブタがブッタ④シルエットくいず⑤だれでもわかるかんたんク

イズ第 2巻：①金のオノ銀のオノ②プレゼント③わたしの家のお人形

④さよならさんかくまたきてしかく第 3巻：①スーパーおきくばあち

ゃん②花咲かじじい③いどのなか④さんぱつ⑤やさいでござる 悪ガ

キたまちゃん大失敗の巻第４巻①スーパーおきくばあちゃん おば

け屋敷編②番町皿屋敷③あわてんぼうのサンタクロース④金のオノ銀のオノ⑤ぼくとあいつ第 5 巻：

①やさいでござる きゅうり先生おつかれの巻②スーパーおきくばあちゃん 決闘編③舞姫ー竜宮も

のがたり④こんな夜⑤なぞなぞなのだぞ 

Jitsuen machikado shibai series volume one:1. Chunko no tsurai 2. Chikyuu no ousama 3. Buta ga butta 4. Shiruetto kuizu 

5. Daredemo wakaru kantan kuiz. 

Volume 2: 1. Kin no ono gin no ono 2. Purezento 3. Watashi no ie no oningyou 4. Sayonara sankaku mata kite shikaku 

Volume 3: 1. Suupaa okiku baachan 2. Hanakasa jijii 3. Ido no naka 4. Sanpatsu 5. Yasai de gozaru - Warugaki tamachan 

daishippai no maku 

Volume 4: 1. Suupaa okiku baachan - Obakeyashiki hen 2. Banchou sarayashiki 3. Awatenbou no santa kuroosu 4. Kin no 

ono gin no ono 5. Boku to aitsu 

Volume 5: 1. Yasai de gozaru kuuyrisensei otsukare no maku 2. Suupaa okiku baachan – Kettou hen 3. Maihime – Ryuuguu 

monogatari 4. Konna yoru 5. Nazonazo na no da zo 

 

☆Respectful Expressions 敬語の本 

「敬語入門」 渡辺 由佳 フォレスト出版 

｢敬語と話方｣ 内藤 京子 かんき出版 

JAPANESE RESPECT LANGUAGE  

 

 

 

｢敬語入門｣は基本の敬語から、あいさつ、お詫び、来客、お酒の席などの状況に

応じたシーンを挿絵入りでわかりやすく説明してあります。「敬語と話し方」は

敬語を「カジュアル敬語」と「フォーマル敬語」に分けて、その使い分けを簡単

に理解できるように工夫しました。Keigo nyuumon uses illustrations to explain 

in easy terms how to use keigo in different situtions, from the basics of keigo to 

greetings, apologies, languages for guests and etiquette for drinking with 

colleagues.外国人のための敬語入門書 Japanese Respect Language outlines and 

explains how to understand which situations require respect language; how to identify the 

most suitable grammar, honorifics, and more and provides self-tests to help you master the 

skills. 



☆MANGA 漫画 

「ヒカルの碁 全２３巻」小畑 健漫画、 ほった ゆみ原作  ジャンプコミックス 日本語 

囲碁を題材にした少年漫画で小中学生に囲碁ブームを引き起こした。この本を

きっかけにプロになった棋士も多いとか。韓国、中国、フランス、アメリカな

ど数多くの国、言語で翻訳されている。 

This shounen-manga (comic for boys) about the game of Go sparked a “Go boom” 

among primary and secondary school pupils. Many professionals may even owe the 

start of their career to this book. It has been translated into a number of languages, including Korean, Chinese, 

French and English. 

 

☆Japanese Folktales 昔話 

「えいごで読む日本むかし話１＆２」CD 付き。 English 

傘地蔵、舌切り雀、桃太郎、一寸法師、花咲じじい、わらしべ長者、ぶん

ぶく茶釜、猿蟹合戦など全２０話収録。 

Playful goblins with long noses, magic tea kettles and a delightfully brave hero 

who just happens to be one inch tall-these are some of the wonderful characters 

you'll meet in this collection of the 20 best-loved Japanese children's stories. 

 

 

 

 

http://www.amazon.co.jp/gp/product/images/B002DEKPNS/ref=dp_image_z_0?ie=UTF8&n=465392&s=books
http://www.amazon.co.jp/gp/product/images/B002DEKPNS/ref=dp_image_z_0?ie=UTF8&n=465392&s=books


～ Introducing some of the new items in the library ～ 

 

☆日本人の知らない日本語 シリーズ 

 

『日本人の知らない日本語４ 海外編』蛇蔵＆海野凪子著 メディアファクトリー 

『日本人の知らない日本語ドリル全 235問』蛇蔵＆海野凪子著 メディアファクトリー 

  

「日本人の知らない日本語４ 海外編」：シリーズ累計 200 万部の大ベ

ストセラー、最新刊がついに登場 ! 第四弾となる今作では、おなじみ凪

子先生と漫画担当の蛇蔵さんが海外上陸! 舞台は海外!当国際交流

基金ロンドン日本文化センターもちらっと出ていますよ。「日本人の知らな

い日本語ドリル全 235 問」：敬語・文法・漢字・語彙・習慣&しきたりにつ

いて楽しく学べるドリルです。 

Nihonjin no shiranai Nihongo 4 – kaigai hen: : This is the latest entry to the best-selling series, of which 2 million 

copies have sold to date. Book 4 sees our familiar Nagiko-sensei and the manga artist Hebizo-san travelling overseas. Even 

the Japan Foundation London makes an appearance!  

Nihonjin no shiranai Nihongo Drill - 235 mon:  Fun drills including keigo, grammar, kanji, vocabulary, 

culture and customs. 

 

 

☆Dictionaries 辞書 

 

『国語辞典の遊び方』 サンキュータツオ著  角川学芸出版 

 

『国語辞典の遊び方』：辞書 200冊をコレクションする、オタクで学者で芸人のサンキュ

ータツオが、辞書の楽しみ方、選び方、つきあい方を徹底ガイド。国語辞典の、知られ

ざる個性と魅力を超厳選してお届けします。 

Kokugo jiten no asobikata:  Geek, academic and artist Sankyuu Tatsuo, who has 

collected 200 dictionaries, explains how to enjoy, select and get to know Japanese 

dictionaries in this comprehensive guide, which uncovers each dictionary‟s 

uniqueness and charm. 

国際交流基金ロンドン日本文化センター図書館  
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『日本語語感の辞典』中村明著 岩波書店 

「古語基礎語辞典」 大野晋編 角川学芸出版 

 

『日本語語感の辞典』：言葉のニュアンスだけに特化した辞典です。類語との違い

を細かく、深く知りたい人や、文章をよく書く人にお勧めです。『古語基礎語辞典』 ：

語源と語誌を重視し、日本語を見直すきっかけとなる 1冊です。 

Nihongo gokan no jiten: This dictionary specialises in the nuances of Japanese 

words. This is recommended for those who would like to know the detailed 

differences behind words with similar meanings, as well as those who spend a lot of time writing in Japanese.  

Kogo kisogo jiten: This book delves into the origins and evolution of words in Japanese, causing the reader to 

re-examine the Japanese they know. 

 

☆Reading Materials 読解 

『たのしい読みもの 55 初級＆初中級』 できる日本語教材開発プロジェクト著 ＣＤ2枚付き 

『読む力 中上級』 奥田純子監修 くろしお出版 

 

 『たのしい読みもの５５ 初級＆初中級 』：チラシ、案内書き、看板などの 接触場面を

中心にした「日本で暮らす」、昔話、落語、習慣、風習などを中心にした「日本を知る」とい

う 2 部構成で、初級から楽しく読める工夫が随所にほどこされています。 語彙リストとＣＤ2

枚付きです。 

Tanoshii yomimono no 55 – shokyuu & shochuukyuu: This book is full of 

ideas for enjoying reading in Japanese from beginner level, and is made up 

of two parts. Part 1, “Nihon de kurasu,” focuses on realia such as leaflets, 

guidebooks and notice boards, while Part 2, “Nihon wo shiru” looks at folktales, rakugo, customs 

and traditions. Includes a vocabulary list and two CDs. 

 

『読む力 中上級』：大学、専門学校で学んでいる人、アカデミックな日本語を読めるよう

になりたい人、日本語能力試験（Ｎ１）、日本留学試験に向けて読解の勉強をしたい人達

を対象とした本です。 

Yomu chikara – chuujoukyuu: This book is aimed at undergraduate and 

postgraduate students, those who want to learn how to read academic 

Japanese, and learners studying for reading tasks for N1 of the Japanese 

Language Proficiency Test or the Examination for Japanese University 

Admission for International Students. 

 



 

☆Audio-visual Materials 視聴覚教材 

 

『幸せの太鼓を響かせて』 小栗誠一監督 細川佳代子製作総指揮 

 

『幸せの太鼓を響かせて』：職業を持ちたい。家族を持ちたい。普通の事なのに遠い夢

だった。知的障害がありながら全国 2 位に輝いたプロの和太鼓集団の感動の記録。イン

ターナショナル・ファミリー映画祭外国ドキュメンタリー・長編映画賞受賞。 

Shiawase no taiko wo hibikasete: A career. A family. These are normal desires, but were a 

distant dream. This award-winning film documents the moving account of a professional group 

of taiko drummers, all of whom have mental disabilities, who went on to achieve a 2nd place 

national ranking.   

 

☆JLPT 日本語能力試験 

「TRY! N5 文法から伸ばす日本語」 ABK 財団法人アジア学生文化協会  

「TRY! N4文法から伸ばす日本語」 ABK 財団法人アジア学生文化協会 

『ゼッタイ合格！日本語能力試験完全模試 N5 』 Ｊリサーチ出版 

『ゼッタイ合格！日本語能力試験完全模試 N４ 』 Ｊリサーチ出版 

 

「TRY! N5文法から伸ばす日本語」「TRY! N4文法から伸ばす日本語」 

日本語能力試験対策に新シリーズが登場しました。文法をきちんと整理し

て、日本語上達を目指します。日本語能力試験の出題形式のまとめ問

題が付いており、この本 1 冊で文法対策と読解、聴解の試験練習ができ

ます。 

TRY! N5 bunpou kara nobasu Nihongo, TRY! N4 bunpou kara 

nobasu Nihongo ：These are part of a new series of study technique books for the Japanese Language 

Proficiency Test. It aims to improved Japanese by mastering grammar. Including tasks based on problems that 

appear in the test, this book enables learners to practice grammar, reading and listening tasks. 

日本語能力試験完全模試シリーズのＮ５とＮ４対策本。付録「試験に出る

重要語句・文型リスト」付き。3 回の模試を通して出題形式や時間配分の

慣れ、さまざまな問題に触れることで対応力アップを目指します。 

Nihongo nouryoku shaken kanzen moshi series ( N5 and N4)Includes lists of 

essential vocabulary and sentence structures. Through three mock tests, 

this book aims to boost learners’ ability to tackle questions, by familiarizing 

them with question formats and time management. 

 



☆漢字 

『絵で読む漢字のなりたち』 金子都美絵 白川静文字解説 太郎次郎社エディタス 

『Read JAPANESE Today』 Len Walsh  TUTTLE  (ENGLISH) 

『READ ABD WRITE JAPANESE SCRIPTS』   Helen Gilhooly  Teach Yourself  (ENGLISH) 

 

 

 

 

 

 

『絵で読む漢字のなりたち』：白川文字学にもとづく初のビジュアル本。ページを繰るた

びにまるで古代中国を再現した芝居の舞台が展開されるように、漢字の意味意匠が

とびこんでくる一冊です。 

E de yomu kanji no naritachi : The first visual book based on “Shirakawa 

Mojigaku.” With each turn of the page kanji meanings and designs leap out as if 

setting the stage for a drama set in ancient China.  

「Read Japanese Today」：物語を通して漢字を学べる本です。日常よく使われる 400

字の漢字が紹介されています。 

‘Read Japanese Today’ is a comprehensible and storylike approach to Kanji. 

Intended for people on the go, this book will teach you to recognise and read the 

400 most commonly used Japanese kanji characters. 

 

「Read and write Japanese scripts」：この 1冊で、ひらがな、カタカナ、漢字がや

さしく学べます。日常生活によく使われている漢字や語彙の意味や使い方などが紹

介されていて、各課には練習問題も付いています。 

„Read and write Japanese scripts’ is a clear step-by-step guide to the written 

languages, with plenty of examples from real-life texts to show how they work in 

context and lots of exercises to reinforce your learning. 

 

 

 

 




