●コリア語/Korean
書名
“あいうえお”ですぐ引ける！韓国語日常会話集
30秒でできる！ニッポン紹介 おもてなしの韓国語会話
3語で韓国語会話ができる本
ＨＡＮＡとアン先生のはじめての韓国語 まるごと日常会話
今すぐ話せる！いちばんはじめの韓国語会話
カナヘイの小動物ゆるっとカンタン韓国語会話
新ゼロからスタート 韓国語（会話編）
すぐに話せる！韓国語会話―ＣＤ付きオールカラー
会話から学ぶ韓国語の文末表現 （新装版）
「ハングル」能力検定試験準２級完全対策
韓国語能力試験TOPIKⅡ作文対策講座
韓国語能力試験合格対策講座1 NEW TOPIKⅠ1級・2級編
ステップアップ式 韓国語能力試験TOPIKI 一問一答
通訳ガイド 韓国語 過去問解説 平成２７年度公表問題録
全国通訳案内士韓国語過去問解説―平成３０年度公表問題収録
[ハングル検定公式ガイド]合格トウミ
（合格レベルと語彙リスト）初・中級編
[ハングル検定公式ガイド]合格トハギ 慣用句・ことわざ・慣用表現集
「ハングル」検定公式ガイドブック上達トハギ
「ハングル」能力検定試験過去問題集 第8巻 1級
「ハングル」能力検定試験過去問題集 第8巻 3級
「ハングル」能力検定試験過去問題集 第8巻 4級
「ハングル」能力検定試験過去問題集 第8巻 5級
「ハングル」能力検定試験過去問題集 第8巻 準2級
「ハングル」能力検定試験過去問題集 第8巻2級
改訂版 「ハングル」検定公式ガイド合格トウミ 初・中級編
ここが出る！ ハングル能力検定試験4級・5級 「超頻出」問題集
ここが出る！ ハングル能力検定試験準2級・3級 「超頻出」問題集
この1冊で必ず合格！ ハングル能力検定試験完全対策4級
この1冊で必ず合格！ ハングル能力検定試験完全対策5級
これで合格! ハングル能力検定試験4級・5級［頻出］問題集
これで合格! ハングル能力検定試験準2級・3級［頻出］問題集
ハングル能力検定試験３級直前模試 CD付
ハングル能力検定試験4級・5級[頻出]問題集
ハングル能力検定試験４級直前模試 CD付
ハングル能力検定試験実践問題集3級(CD2枚付)
ハングル能力検定試験実践問題集4級
(CD2枚付)
ハングル能力検定試験実践問題集4級(CD2枚付)
ハングル能力検定試験実践問題集5級
（CD2枚付）
ハングル能力検定試験実践問題集5級(CD2枚付)
ハングル能力検定試験対策問題集 聞き取り編 準２級
読む・書く「ハン検」
（新）合格できる韓国語能力試験 TOPIK I 必修単語集
TOPIK
TOPIK I
TOPIK I 徹底攻略 出題パターン別対策と模擬テスト3回
TOPIK II
韓国語能力試験 TOPIK5・6級 高級単語800
韓国語能力試験 作文問題対策
韓国語能力試験レベル別完全攻略 高級編
韓国語能力試験レベル別完全攻略 初級編
韓国語能力試験レベル別完全攻略 中級編
韓国語能力試験レベル別攻略 （初級編）
韓国語能力試験レベル別攻略 （中級編）
合格できる韓国語能力試験 初級・中級
合格できる韓国語能力試験 中級 聞き取り・読解
合格できる韓国語能力試験 中級 語彙と文法・書き取り
合格できる韓国語能力試験（初級・中級）
目指せ！中級突破 「前田式」韓国語パワーアップドリル

2022年3月現在
著者・編者など
房 賢嬉
リムワン
チョ・ヒチョル
安 垠姫
木内 明
イラストカナヘイ、文：金 珍娥
鶴見ユミ
金 孝珍
韓 惠景
林 京愛
吉川 寿子、キム テウン
李昌圭
イム ジョンデ
北原 暁彦
柳 尚煕、呉 英元
ハングル能力検定協会
ハングル能力検定協会
ハングル能力検定協会
特定非営利活動法人ハングル能力検定協会
特定非営利活動法人ハングル能力検定協会
特定非営利活動法人ハングル能力検定協会
特定非営利活動法人ハングル能力検定協会
特定非営利活動法人ハングル能力検定協会
特定非営利活動法人ハングル能力検定協会
ハングル能力検定協会
李清一
李清一
林京愛
林京愛
李 清一
李 清一
李昌圭
李 清一
李昌圭
李 昌圭・尹 男淑
李 昌圭・安 國煥
李 昌圭・安 國煥
李 昌圭・尹 男淑
李 昌圭・尹 男淑
李 昌圭
特定非営利活動法人ハングル能力検定協会
新大久保語学院 全ウン
Sidaegosi
Sidaegosi
オ・ユンジョン、ユン・セロム
Sidaegosi
河仁南
イム・ジョンデ
ソウル韓国語アカデミー
ソウル韓国語アカデミー/杉山明枝・貝森時子・田中恵美
ソウル韓国語アカデミー/杉山明枝・貝森時子・田中恵美

ソウル韓国アカデミー著
ソウル韓国アカデミー著
李志暎・金ウン・金賢珍
梨花女子大学国際大学院韓国学科TOPIK研究会/李姃姫

梨花女子大学国際大学院韓国学科TOPIK研究会/
李 志暎・全ウン・金賢珍
前田真彦
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2022年3月現在

書名
著者・編者など
「ハングル」検定 公式ガイド 新装版合格トウミ 合格レベルと語彙リスト 上級編 ハングル能力検定協会
「ハングル」検定 公式ガイド 新装版合格トウミ 合格レベルと語彙リスト 初級編 ハングル能力検定協会
「ハングル」検定 公式ガイド 新装版合格トウミ 合格レベルと語彙リスト 中級編 ハングル能力検定協会
韓国語能力試験 TOPIK1・2級初級聞取り対策
河仁南
韓国語能力試験 TOPIKⅡ 必須単語完全対策
シン・ヒョンミ、イ・ヒジョン、イ・サンミン
ゼロからスタート韓国語能力試験TOPIK Ⅰテキスト
イム ジョンデ
ゼロからスタート韓国語能力試験TOPIK Ⅱテキスト
イム ジョンデ
「発音」と「活用」がわかる！韓国語のルール
韓日交流センター
3パターンで決める 日常韓国語会話ネイティブ表現
今井久美雄
3場面で広がる 日常韓国語会話ネイティブの公式
今井久美雄、金妍廷、李知宣
ＣＤ付 韓国語の会話表現が面白いほど頭に入る本
李恩周
言いまわし自由自在！ 韓国語活用便利帳
鄭惠賢
今すぐ伝わる！韓国語フレーズ
omo!
起きてから寝るまで韓国語表現700
執筆・解説：山崎玲美奈/金南听
改訂版 KBSの韓国語標準発音と朗読
KBS韓国語研究会
韓国語の発音と抑揚トレーニング
長渡陽一
韓国語を使いこなすための慣用句400
鄭惠賢
漢字のハングル読みをマスターする40の近道
兼若逸之
聞いてマネしてすらすら話せるキクタン 韓国語会話 【入門編】
山崎玲美奈
口が覚える韓国語 スピーキング体得トレーニング
山崎玲美奈
口を鍛える韓国語作文 -語尾習得メソッド-上級編
白姫恩
口を鍛える韓国語作文 -語尾習得メソッド-初級編
白姫恩
口を鍛える韓国語作文 -語尾習得メソッド-中級編
白姫恩
暮らしの韓国語表現6000
今井 久美雄
すぐに使える！韓国語フレーズ辞典
鄭 惠賢
全業種で使えるみんなの接客韓国語
広瀬直子
超初級から話せる 韓国語声出しレッスン
キム・スノク
通訳メソッドできたえる 中級韓国語
前田真彦
できる韓国語慣用表現
キム・ジュンソプ
日本語から考える！韓国語の表現
前田真彦、山田敏弘
ネイティブアナウンサーに学ぶとっておき韓国語（改訂版）
石 花賢
ネイティブっぽい韓国語の表現200
稲川右樹
表現が広がるこれからの韓国語
権 在淑
表現マップで覚える！韓国語日常フレーズ（初級）
辛昭静
まんがで韓国語がしゃべれる
高信太郎
ミニマムで学ぶ 韓国語のことわざ
北村孝一（監修）
リアル韓国語表現集
旺文社
韓国語学習Ｑ＆Ａ200
韓国語ジャーナル編集部
韓国語のしくみ
増田忠幸
韓国語をいかに学ぶか [日本語話者のために]
野間秀樹
テーマで学ぶ韓国語（入門～初級）
金昌九
本気で学ぶ 中級韓国語
チョ・ヒチョル
読む！書く！話す！ 10時間でかんたんハングルbook
房 賢嬉
hanaの韓国語単語＜初中級編＞ ハン検３級レベル
ミリネ韓国語教室
イラストとゴロで覚える韓国語 おかわり
こんぶパン
オールインワン 韓国語“漢字音・漢字語”ハンドブック
今井 久美雄
カタカナ読みからでも引ける 韓国語基本単語集
金順玉 坂堂千津子 承賢珠
韓国語 類義語使い分けパーフェクトブック
羅誠恩、加藤薫
韓国語能力試験 TOPIKⅠ 初級単語集
金珉秀
韓国語の漢字語マスター 法則が分かれば語彙が増える！
兼若逸之
クラウン 韓国語単語550
楽しみながら身につく！韓国語単語イラストBOOK
山崎亜希子監修、おおたきょうこ絵
伝えたい言葉がすぐ見つかる！もち歩き韓国語日常単語集
池田書店編集部
日本語の音がヒントになる！漢字語でひろがる韓国語単語
長友 英子、荻野 優子
日本人だからできる！漢字で覚える韓国語
市吉則浩
前田式韓国語単語整理術日本語力を活かして語彙力を伸ばす
前田真彦
韓国語単語スピードマスター固有語２００ ＣＤ付
鶴見 ユミ
大好きが伝わる！韓国語プチ単語帳
石田 美智代
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2022年3月現在
書名

著者・編者など
あっという間に読めちゃうハングル
房 賢嬉/用松 美穂
韓国語発音クリニック
前田真彦
ネイティブっぽい韓国語の発音
稲川右樹
ｈｉｍｅ式 イラスト＆書いて覚える韓国語文法ドリル
ｈｉｍｅ
いちからはじめる韓国語文法
石田 美智代
イラストと解説で違いがわかる 韓国語似ている形容詞・副詞使い分けブック
河村光雅、金京子
イラストと解説で違いがわかる 韓国語似ている名詞使い分けブック
河村光雅、金京子
絵で学ぶ韓国語文法 中級
金京子・河村光雅
韓国語文法ドリル 初級から中級への1000題
須賀井義教
実用韓国語文法 上級
安辰明
新ゼロからスタート 韓国語（文法編）
鶴見 ユミ
新ゼロからスタート韓国語文法編
鶴見ユミ
世界一わかりやすい韓国語の文法
YUKIKAWA
パターン＆穴うめで覚える！韓国語文法書きこみノート 初級
古田 富建
文法がしっかりわかる韓国語
長友英子・荻野優子
身につく！ 重要韓国語文型100
梁永美
身につく！ 重要韓国語文型100 中級編
梁永美
もやもやを解消！韓国語文法ドリル
山崎亜希子
わかる！韓国語 基礎文法と練習
チョ・ヒチョル
絵で学ぶ上級への韓国語文法
金 京子、河村 光雅
たった1秒！韓国語つぶやきレッスン
たろん
Ｅメールの韓国語
白宜基、金南听
ハングルレシピ ～日本語の発想で作る韓国語～
増田忠幸
MBCの韓国語 ニュース2000-2009
MBC放送報道局
ＮＨＫ出版ＣＤブック 中・上級者のためのハングル長文読解講座 リスニング問題つき 波田野節子
超簡単まんがハングル
高信太郎
朝鮮日報の記事で学ぶ韓国語リーディング
コーディネートワンインターナショナル
日本人が知りたい 韓国人の当たり前 韓国語リーディング
久保田和孝、韓相宇
昔話で学ぶ韓国語リーディング 初級
金京子
昔話で学ぶ韓国語リーディング 中級
金京子・高正子・伊地知紀子
耳が喜ぶ韓国語 リスニング体得トレーニング
金ドンウン、李勇九
耳が喜ぶ韓国語―リスニング体得トレーニング
金 ドンウン、李 勇九
1時間でハングルが読めるようになる本
チョ・ヒチョル
1日でハングルが書けるようになる本
チョ・ヒチョル
7日でできる！韓国語ゆる文法
木内明
7日でできる！韓国語ゆるレッスン
木内明
hime式 イラスト＆漫画でわかる韓国語勉強法
hime
KBSニュースで学ぶ 時事韓国語
浜野上幸 監修
Korean made easy for beginners
Seug-eun Oh
Korean made easy for Everyday Life
Seug-eun Oh
Korean through English Book1
Sang-Oak Lee et al.
Korean through English Book2
Sang-Oak Lee et al.
K-POP・アイドル好きのためのすぐわかる はじめての韓国語
ソンホ
K-POPで韓国語！
K-POPで韓国語2！
K-POPで韓国語3！
K-POPで韓国語4！
SNSでつぶやく毎日の韓国語
吉田富健 成都恵未
Viva! 中級韓国語
野間秀樹、金珍娥
YONSEI KOREAN4
イラスト＆図解でかんたん！Joo式韓国語レッスン
Joo
改訂版 パランセ韓国語初級
金京子／喜多恵美子
改訂版 ﾊﾟﾗﾝｾ韓国語中級
金京子
カタカナで読める！接客韓国語
語研編集部
カナタ KOREAN 中級1
カナタ韓国語学院
韓国語 辞書にない俗語慣用表現 増補改訂版
チョ・ヒチョル
韓国語が１週間でいとも簡単に話せるようになる本
李 明姫
韓国語学習講座「凛」1 入門
野間秀樹、金珍娥
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書名
韓国語教育のエキスパート チョ・ヒョニョン教授の韓国語教師へのアドバイス
韓国語の活用がたった３パターンでわかる本
韓国語の発音変化完全マスター
完全マスターナチュラル韓国語会話表現
きらきら韓国語
原形からの変化がわかる！ 韓国語単語活用辞典
三訂版 パランセ韓国語初級
しくみで学ぶ初級朝鮮語
字幕なしで韓国ドラマが見られるようになる本
新・至福の朝鮮語 第二版
すぐに使える「ひらがな韓国語」
ゼロからはじめる韓国語書き込みレッスン
第35回＋第36回＋第37回＋第41回 韓国語能力試験過去問題集＜TOPIK Ⅰ＞
第35回＋第36回＋第37回＋第41回 韓国語能力試験過去問題集＜TOPIK Ⅱ＞
楽しい韓国語 入門・初級
朝鮮漢字音 入門と発展
朝鮮語の入門 改訂版
朝鮮語を学ぼう 改訂版
超入門！書いて覚える韓国語ドリル
できる韓国語 初級Ⅰ ワークブック
できる韓国語 初級Ⅰ<新装版>
できる韓国語 初級Ⅰ・Ⅱ 会話トレーニング すぐに使える活動集
できる韓国語 初級Ⅱ
できる韓国語 初級Ⅱ ワークブック
できる韓国語 中級Ⅰ
できる韓国語 中級Ⅱ
ときめき韓国語入門 KPOP＆ドラマをもっと楽しむ！
ドラマティックハングル -君、風の中に日常韓国語会話フレーズ Best表現1100
パランセ韓国語会話入門
ひとりでゆっくり韓国語入門
本当によくわかる韓国語初級
八木早希のチョアヨ！旅する韓国語
ようこそ！韓国語の世界へ
読める、話せる、理解できる おっかけハングル
リアルな韓国語は、ことわざ慣用表現から学ぶ
改訂版 ﾊﾟﾗﾝｾ韓国語初級
韓国語コロケーション 名詞編
初級からのやり直し韓国語
超リアルで楽しい！韓国語気持ちを伝えるフレーズ辞典
超入門！３日でマスター！ハングルドリル―ＣＤ付き
A Selection of Korean Traditional Music
센과 치히로의 행방불명(千と千尋の神隠し・コリア語版)
하울의 움직이는 성(ハウルの動く城・コリア語版)
NAMHANSANSEONG PHOTOBOOK
KBSの韓国語 対訳正しい言葉、美しい言葉
韓国・朝鮮の知を読む
韓国語教育論講座 第1巻
韓国語教育論講座 第2巻
韓国語教育論講座 第4巻
韓国語リーディング タングニの日本生活記
韓国の小学校教科書で学ぶ ﾊﾝｸﾞﾙﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
できる韓国語初級Ⅱ
テーマで読む韓国語（中級～中上級編）―頻出単語で多読に挑戦
多読多聴の韓国語 やさしい韓国語で読む世界の名作文学
VIEW AND STORY KOREA STORY OF KOREA
VIEW AND STORY KOREA VIEW OF KOREA
100 Korean Heroes and Heroines

2022年3月現在
著者・編者など
趙顕龍
チョ・ヒチョル
前田真彦
今井久美雄・日下隆博
野間秀樹、金珍娥、中島仁、須賀井義教
李相杓
金京子、喜多恵美子
内山政春
宍戸 奈美
野間秀樹
高 信太郎
キム スノク
NIIED
NIIED
大坪 祐子・小林 寛・金 敬鎬
菅野裕臣
菅野裕臣
菅野裕臣
山崎玲美奈
新大久保語学院、李志暎、辛昭静
新大久保語学院、李志暎
新大久保語学院、李志暎、金鎮姫、李美榮
新大久保語学院、李志暎、金鎮姫
新大久保語学院、李志暎、房賢嬉
新大久保語学院、李志暎、柳慧政、金孝卿
新大久保語学院、李志暎、金鎮姫、朴雪煕
石田 美智代
野間秀樹、金珍娥
李明姫
金京子
チョ ヒチョル、チョン ソヒ
高木 丈也
八木早希
チョ・ヒチョル
チョ・ヒチョル
長友 英子、荻野 優子
金京子
チョ ヒチョル
杉山 明枝
鄭 惠賢
石田 美智代
宮崎 駿
宮崎 駿
Namhansanseong Culture & Tourism Initiatives,
KBSｱﾅｳﾝｻｰ室韓国語研究会
野間秀樹（編）
野間秀樹 （編著）
野間秀樹 （編著）
野間秀樹 （編著）
金玄謹
市吉則浩
李志暎・金鎮姫
金 昌九、酒勾 康裕
韓国語学習ジャーナルｈａｎａ編集部
Kim Jin-ok
Kim Jin-ok
Park Seong-su, Lee Hyun-hee, Noh Gil-myung, Lee Seo-haeng, Kim Yong-hwan, Ko Young-jin and Raymond Wowk

●コリア語/Korean
書名
談話論と文法論 [日本語と韓国語を照らす]
趙顕龍教授の韓国語で世の中を読む
일본어 개론 Japan Studies Introduction
「韓流」と「日流」 文化から読み解く日韓新時代
韓国語と日本語のあいだ
ことばと文化の日韓比較
こんなに違うよ！日本人 韓国人 中国人
徹底比較 日中韓しきたりとマナー
なぜ日本の「ご飯」は美味しいのか～韓国人による日韓比較論～
日韓音楽ビジネス比較論 K-POPとJ-POP本当の違い
箸とチョッカラク ことばと文化の日韓比較
へぇー！韓国ではそうなんですか？オドロキおもしろ日韓ギャップ
勉強と居場所 学校と家族の日韓比較
交わらないから面白い 日韓の常識
ワリカンにする日本人 オゴリが普通の韓国人
日韓の言語文化の理解
韓国語で説明する日本の文化
韓国社会を読む
韓国伝統料理キムチ
韓国文化を読む
姑は韓国人
ソウルで新婚生活。
不思議がいっぱい韓国
K-POPで韓国語！ 2017-2018
行った気になれる！ 妄想 韓国ドラマ旅
飲食朝鮮 帝国の中の「食」経済史
韓国語で読む日本小史
韓ドラ語辞典
言語存在論
朝鮮文化史－歴史の幕開けから現代までぷち韓国語
森アッパの日本語・朝鮮語比較論
愛のあとにくるもの
絵でわかる韓国語のオノマトペ 表現が広がる擬声語・擬態語
韓国語文法 語尾・助詞辞典
コスモス 朝和辞典 第2版
日韓・韓日辞典
標準 韓国語文法辞典
多読多聴の韓国語 やさしい韓国語で読む韓国の人物伝歴史編
KOREA AUGUST 2014
KOREA DEC2013
KOREA FEB 2014
KOREA JAN 2014
KOREA JULY 2014
KOREA JUNE 2013
KOREA JUNE 2014
KOREA MAR 2014
KOREA MAY 2014
KOREA OCTOBER 2014
KOREA SEP 2013
KOREA SEPTEMBER 2014
KOREAN HERITAGE Autum 2012
KOREAN HERITAGE Autum 2014
KOREAN HERITAGE Spring 2012
KOREAN HERITAGE Spring 2013
KOREAN HERITAGE Spring 2014
KOREAN HERITAGE Summer 2014
KOREAN HERITAGE Winter 2011

2022年3月現在
著者・編者など
金 珍娥（キム・ジナ）
趙顕龍
クォン・ヨンソク
宋 敏
斉藤明美
造事務所
一条真也
シンシアリー
君塚太
任栄哲・井出里咲子
かおり＆ゆかり
渡辺秀樹・金鉉哲・松田茂樹・竹之下弘久
前川惠司
高月靖
ホン ミンピョ
植田一三 上田敏子 呉泰均
曺美庚 他
イ・チュンジャ、パク・へウォン、キム・キウォン
曺美庚 他
古川芙紗子
たがみようこ
中野葉子
HANA韓国語教育研究会
鈴木ちひろ
林 采成
西海 コエン著、キム ヒョンデ訳
高山和佳
野間秀樹
キース・プラット （訳=宋 恵媛）
野間秀樹・村田寛・金珍娥（共著）
森 アッパ
辻仁成
辛 昭静
李姫子・李鐘禧
菅野裕臣 他
民衆書林編集局
韓国・国立国語院
韓国語学習ジャーナルｈａｎａ編集部
Wong Yong-gi

Wong Yong-gi
Kim Young-taek
Wong Yong-gi
Wong Yong-gi
Wong Yong-gi
Wong Yong-gi
Cultural Heritage Administration, Republic of Korea,
Cultural Heritage Administration, Republic of Korea,
Cultural Heritage Administration, Republic of Korea,
Cultural Heritage Administration, Republic of Korea,
Cultural Heritage Administration, Republic of Korea,
Cultural Heritage Administration, Republic of Korea,
Cultural Heritage Administration, Republic of Korea

●コリア語/Korean

2022年3月現在
書名

KOREAN HERITAGE Winter 2012
Koreana 韓国の文化と芸術 春号2013 特集 ソウル物語
Templestay Autumn 2012
Templestay Autumn 2014
Templestay Spring 2013
Templestay Spring 2014
Templestay Summer 2012
Templestay Summer 2014
Templestay Vol.17
Templestay Vol.21 Spring
Templestay Vol.22 Summer
Templestay Vol.23 Autum
Templestay Winter 2012
World Heritage in Korea
韓国のすべて 2008年度版
韓国のすべて 2011年度版
スッカラ Vol.88 夏号
スッカラ Vol.89 秋号
スッカラ Vol.90 冬号
スッカラ Vol.91 春号
スッカラ Vol.92 夏号
スッカラ Vol.93 秋号

著者・編者など
Cultural Heritage Administration, Republic of Korea,

韓国国際交流財団
Cultural Corps of Korean Buddhism
Cultural Corps of Korean Buddhism
Cultural Corps of Korean Buddhism
Cultural Corps of Korean Buddhism
Cultural Corps of Korean Buddhism
Cultural Corps of Korean Buddhism
Cultural Corps of Korean Buddhism
Cultural Corps of Korean Buddhism
Cultural Corps of Korean Buddhism
Cultural Corps of Korean Buddhism
Cultural Corps of Korean Buddhism
Samsung Foundation of Culture, Kyong-hee Lee
大韓民国 文化体育観光部 海外文化弘報院
大韓民国 文化体育観光部 海外文化弘報院
宇田川博
宇田川博
宇田川博
宇田川博
長友啓典
宇田川博

