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にほんご会話上手！ ¥1,800 824-1
◎ハイレベル 総合科目 ［改訂第二版］ ¥2,200 ★285-1 ［音声DL版］新にほんご敬語トレーニング

　　　　　　　　　　　　＊音声CD付きから移行
¥2,000 ★570-8

ハイレベル　読解 １00 ¥1,500 778-7 新にほんご会話トレーニング ¥1,600 ★211-0

ハイレベル　聴解・聴読解CD付 ¥1,550 421-2 にほんご話し方トレーニング ¥1,800 944-6

ハイレベル　数学コース１ ¥1,600 ★070-3 *会話でひろげる日本語語彙 Go Easy! ¥1,700 ★561-6

ハイレベル　数学コース２ ¥2,200 ★071-0 にほんご語彙力アップトレーニング ¥1,800 931-6

　 ハイレベル　理科　物理・化学・生物 ¥2,400 ★072-7 にほんご漢字トレーニング ¥1,500 794-7

EJU 模試と解説 総合科目 ¥2,000 ★477-0
　 PRACTICAL KANJI <基礎500漢字 Vol.１>
　 音声ダウンロード版　＊CD-ROM付から移行

¥2,400 ★569-2

EJU 模試と解説 読解・記述 ¥2,000 ★467-1
　 PRACTICAL KANJI <基礎500漢字 Vol.２>
　 音声ダウンロード版　＊CD-ROM付から移行

¥2,600 ★571-5

EJU 模試と解説 聴解・聴読解 ¥1,800 ★479-4  　PRACTICAL KANJI 現代社会を読む700漢字 Vol.１ ¥2,200 ★207-3

EJU 模試と解説 数学コース1 ¥1,800 ★473-2  　PRACTICAL KANJI 現代社会を読む700漢字 Vol.２ ¥2,200 ★283-7

EJU 模試と解説 数学コース2 ¥1,800 ★475-6 にほんご発音アクティビティ ¥1,800 741-1

   ハイレベル　頻出単語３２００ ¥2,200 ★431-2 　 にほんご活用マスター ¥1,300 ★233-2

新日本語分野別重要単語１500 ¥1,500 485-4 *イメージでわかる！日本語の助詞 ¥1,600 ★540-1

アカデミック・ライティング講座 ¥1,600 ★360-5 にほんご単語ドリル　ぎおん語・ぎたい語 ¥1,200 664-3

にほんご単語ドリル　慣用句・四字熟語 ¥1,200 673-5

つなぐにほんご 初級１ ¥2,500 ★066-6 日本語表現文型辞典 ¥2,400 682-7

つなぐにほんご 初級２ ¥2,500 ★067-3

つなぐにほんご 初級１ ワークブック ¥2,000 ★231-8
新・はじめての日本語教育１
日本語教育の基礎知識

¥1,900 993-4

つなぐにほんご 初級２　ワークブック ¥2,000 ★232-5
新・はじめての日本語教育２
日本語教授法入門

¥1,900 994-1
つなぐにほんご 初級　文法解説書 英語版 ¥2,700 ★322-3

新・はじめての日本語教育
基本用語事典

¥2,600 ★286-8

つなぐにほんご 初級　教師用マニュアル ¥3,500 ★357-5 いちばんやさしい日本語教育入門 ¥2,000 ★191-5

初級からはじめる　毎日の読解１２０ ¥1,600 ★361-2
*日本語教師のための
  はじめてのコーチング

¥1,800 ★573-9

　　NIHONGO EXPRESS <Basic１> ¥3,000 923-1 日本人の心がわかる日本語 ¥1,900 ★377-3

　　NIHONGO EXPRESS <Basic２> ¥3,200 924-8 Decoding the Japanese Mind through Expressions

　( 日本人の心がわかる日本語：英訳版 )
¥1,900 ★455-8

　　初中級のにほんご ¥2,100 ★264-6 にほんご宝箱　いろんな書類の書き方 ¥1,600 ★127-4

　  英語で学ぶ日本語入門　いろは ¥1,500 ★082-6 入門・やさしい日本語 ¥1,700 ★352-0

 TRY! START　にほんごはじめよう ¥1,500 ★141-0
レベル別 日本語多読ライブラリー
にほんごよむよむ文庫 スタート

¥2,300 ★470-1

日本で働くための本 ¥2,000 ★451-0 レベル別日本語多読ライブラリー vol.１　レベル０ ¥2,300 711-4

おもてなしの日本語 ¥2,300 ★329-2 レベル別日本語多読ライブラリー vol.２　レベル０ ¥2,300 749-7

就活・仕事のにほんご会話 ¥2,200 953-8 レベル別日本語多読ライブラリー vol.３　レベル０ ¥2,300 912-5

日本語ビジネス文書マニュアル ¥1,500 649-0 レベル別日本語多読ライブラリー vol.１  レベル１ ¥2,300 624-7

ビジネスマナーと基本のことば ¥1,500 695-7 レベル別日本語多読ライブラリー vol.２　レベル１ ¥2,300 641-4

BJT わかるﾋﾞｼﾞﾈｽ日本語 ¥1,500 681-0 レベル別日本語多読ライブラリー vol.３　レベル１ ¥2,300 671-1

BJT模試と対策 ¥1,700 610-0 レベル別日本語多読ライブラリー vol.１　レベル２ ¥2,300 625-4

ビジネス日本語用例辞典 ¥2,400 639-1 レベル別日本語多読ライブラリー vol.２　レベル２ ¥2,300 642-1
レベル別日本語多読ライブラリー vol.３　レベル２ ¥2,300 672-8

　 教えて！ゆか先生 ¥1,600 ★453-4 レベル別日本語多読ライブラリー vol.１　レベル３ ¥2,300 626-1

Coming to Japan ¥1,100 ★077-2 レベル別日本語多読ライブラリー vol.２　レベル３ ¥2,300 643-8

◎ NIHONGO FUN&EASY 2nd Edition ¥2,000 ★563-0 レベル別日本語多読ライブラリー vol.３　レベル３ ¥2,300 703-9

NIHONGO FUN&EASY　Ⅱ ¥2,000 ★144-1 レベル別日本語多読ライブラリー vol.１　レベル４ ¥2,300 627-8

NIHONGO ACTIVE TALK ¥1,700 915-6 レベル別日本語多読ライブラリー vol.２　レベル４ ¥2,300 644-5

NIHONGO Breakthrough ¥1,900 692-6 レベル別日本語多読ライブラリー vol.３　レベル４ ¥2,300 ★065-9

◆◆ 日本留学試験対策・留学生用教材 ◆◆

株式会社アスク　商品注文書　　　　 　

 

ご注文日： 2023年　　　月　　　日 (　　)

ご担当者： 様

株式会社　アスク

TEL：03-3267-6864　FAX：03-3267-6867
〒162-8558　新宿区下宮比町2-6
ISBN：978-4-87217　★978-4-86639-  【◎〇マークは定番商品、*マークは新刊】

　◆◆ 日本語会話・漢字など ◆◆

　　◆◆ ビジネス日本語関連 ◆◆

　◆◆ 日本語学習者用教科書 ◆◆

◆◆ にほんご　よむよむ文庫 ◆◆

◆◆ 日本語教育関連 ◆◆
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