新着資料リスト（2017年11月）/New Titles (November 2017）

データ抽出日/Date: 2017/11/22

NEW： 3ヶ月以内に発行された資料/Materials published within the last 3 months
●： 基金コーナーに配架される基金制作教材や翻訳助成図書、報告書など/Publications shelved in the Japan Foundation corner
including teaching materials, translation titles, and the other JF publications.

日本語教材/Japanese-Language Studying Materials
タイトル/Title

● 日本語かな入門 アルバニア語版

編著者/Author

出版社/Publisher

përshtatur nga Reko Dida dhe Besar
[Morava]
Dida

出版年/
Pub. Year

請求記号/Call No.

2017

091.2:3:1-14

マンガで体験!にっぽんのカイシャ : ビジネス日本語を実践する 日本漢字能力検定協会編

日本漢字能力検定協会

2017.3

336T:74

みんなの日本語初級 : 翻訳・文法解説 第2版, ロシア語版 (新
スリーエーネットワーク編
版) 2

スリーエーネットワーク

2003.4

810.78:13.61-29a:2-3-10

みんなの日本語中級 : 翻訳・文法解説 韓国語版 2

スリーエーネットワーク編著

スリーエーネットワーク

2017.5

810.78:13.61-30:2-3-2

国際交流基金編著

三修社

2017.10

810.781:13.61-89:6-1

penyunting, the Japan
Foundation/penerjemah, Teriana
Sawitri/editor, Fita Riyadi, Prillia
Ramdhina M.

Kesaint Blanc

2014.6

810.781:13.61-89:13-2-1

Kesaint Blanc

2014.6

810.781:13.61-89:13-2-2

ภาษาและวัฒนธรรม
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
(ไทย-ญีป
่ น)
ุ่

2014.6

810.781:13.61-89:14-1-1-1

ภาษาและวัฒนธรรม
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
(ไทย-ญีป
่ น)
ุ่

2014.6

810.781:13.61-89:14-1-2-1

Goyal

2014.6

810.781:13.61-89:15-1-1

NEW まるごと : 日本のことばと文化 中級2 B1(CD付/with CD)
●
●

Marugoto : bahasa dan kebudayaan Jepang Edisi Indonesia
tingkat dasar A2, aktivitas かつどう

●

Marugoto : bahasa dan kebudayaan Jepang Edisi Indonesia
tingkat dasar A2, pemahaman りかい

มะรุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญีป
่ น
ุ่ เบือ
้ งต ้น A1 กิจกรรม

● (CD-ROM付/with CD-ROM)

มะรุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญีป
่ น
ุ่ เบือ
้ งต ้น A1 เพิม
่ พูนความ

● เข ้าใจ(CD-ROM付/with CD-ROM)

Marugoto : Japanese language culture starter A1, coursebook

● for communicative language activities かつどう

penyunting, the Japan
Foundation/penerjemah, Teriana
Sawitri/editor, Fita Riyadi, Prillia
Ramdhina M.
ผู ้จัดทํา, The Japan Foundation/
ผู ้เขียน, Hiromi Kijima, Tomoyo
Shibahara, Naomi Hatta/ผู ้แปลฉบับ
แปลภาษาไทย, Triktima
Leadkitlax/ผู ้จัดทําฉบับภาษาไทย,
The Japan Foundation, Bangkkok
ผู ้จัดทํา, The Japan Foundation/
ผู ้เขียน, Hiromi Kijima, Tomoyo
Shibahara, Naomi Hatta/ผู ้แปลฉบับ
แปลภาษาไทย, Triktima
Leadkitlax/ผู ้จัดทําฉบับภาษาไทย,
The Japan Foundation, Bangkkok
[by the Japan Foundation]
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新着図書リスト/New Titles

タイトル/Title
Marugoto : Japanese language culture starter A1, coursebook

● for communicative language competences りかい

編著者/Author
[by the Japan Foundation]

出版社/Publisher
Goyal

出版年/
Pub. Year

請求記号/Call No.

2014.6

810.781:13.61-89:15-1-2

● あきこと友だち : 日本語 改訂版 3(CD-ROM付/with CD-ROM) Prapa Sangthongsuk, Yuki Nakao

2017

810.7829361:23.7-13b:3-1

●

2017

810.7829361:23.7-13b:5-1

2017

810.78293691:2:1-1

2017

810.78293691:2:1-2

2016

810.78294213:23.9-7:1-1

2017.4

810.783:13.61-78:1-1

ภาษาและวัฒนธรรม
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
(ไทย-ญีป
่ น)
ุ่
ภาษาและวัฒนธรรม
あきこと友だち : 日本語 改訂版 5(CD-ROM付/with CD-ROM) Prapa Sangthongsuk, Yuki Nakao
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
(ไทย-ญีป
่ น)
ุ่
ກະຊວງສ
ກສາທ
ຶ
ິ ການ ແລະ
にほんご : ໍສາຈັບຊັ້ນມັດທະຍ
マライカム・サヤコン [ほか] 執筆編
ຶ ກສາ ີ ປີທ 1 ແບບຮຽນ
ົ ມສ
ກ
ລາ ສະຖາບັນຄ
້ າ
ິ
ົ ້ ນຄວ
[教科書](CD付/with CD)
集
ວ
ທະຍາສາດການສ
ິ
ຶ ກສາ
ກະຊວງສ
ຶ ກສາທ
ິ ການ ແລະ
マライカム・サヤコン [ほか] 執筆編
にほんご : ໍສາຈັບຊັ້ນມັດທະຍ
ູ
ູ ່ ືມຄ
ຶ ກສາ ີ ປີທ 1 ຄ
ົ ມສ
ກ
ລາ ສະຖາບັນຄ
້ າ
ິ
ົ ້ ນຄວ
[教師用指導書]
集
ິ ວທະຍາສາດການສ
ຶ ກສາ
penulis, Zoraida Mustafa, Fazilah
Bahasa Jepun menengah rendah buku teks(CD付/with CD)
Telaga Biru Sdn. Bhd.
Mat, Hani Sharliza Mohd Isa
ヒューマンアカデミー日本語学校著/
つなぐにほんご初級 : basic Japanese for communication 1
アスク出版
辻和子, 小座間亜衣, 桂美穂執筆
Understanding through pictures 1000 KANJI

上島史子, 竹内夕美子著

ナツメ社

2017.4

811.2T:179

Easy and fun hiragana : first steps to basic Japanese writing

author, Kiyomi Ogawa/English
editor, Orrin Cummins

IBC publishing

2017

811.5T:118

凡人社

2017.3

815T:30b:1-1

凡人社

2017.3

815T:30b:2-1

中上級のにほんご : 教室からとびだそう! 2017年2月号

創作集団にほんご

2017.2

817.5T:48:2017-2

中上級のにほんご : 教室からとびだそう! 2017年3月号

創作集団にほんご

2017.3

817.5T:48:2017-3

新・わくわく文法リスニング100 : 耳で学ぶ日本語 : 英語・中国
小林典子 [ほか] 著
語・ベトナム語付き 1(CD-ROM付/with CD-ROM)
新・わくわく文法リスニング100 : 耳で学ぶ日本語 : 英語・中国
小林典子 [ほか] 著
語・ベトナム語付き 2(CD-ROM付/with CD-ROM)

小説ミラーさん (みんなの日本語初級シリーズ)

横山悠太著

スリーエーネットワーク

2017.7

817.7T:56

Coming to Japan : simple Japanese words & phrases

アスク出版編集部編集・制作

アスク出版

2017.3

817.8T:379

松本節子 [ほか] 著

ジャパンタイムズ

2017.11

817.8T:381

NEW にほんごではなそう! : パターンで覚えるかんたん会話
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新着図書リスト/New Titles

日本語教育関係/Japanese Language Education
タイトル/Title
ことばのしくみを知る (日本語教育への道しるべ:第2巻)
ことばの教え方を知る (日本語教育への道しるべ:第3巻)
外国人労働者受け入れと日本語教育

編著者/Author

坂本勝信, 手嶋千佳編/坂本正 [ほ
凡人社
か] 著
近藤有美, 水野愛子編/近藤有美
凡人社
[ほか] 著
田尻英三編/中川正春 [ほか著]

日本語を教えよう! : 日本で、そして海外で、世界中の人に
2018 (イカロスMOOK)
日本語学校全調査 2017

出版社/Publisher

エイ・アイ・ケイ出版部

海外の日本語教育の現状 : 海外日本語教育機関調査 2015年 国際交流基金日本語国際センター
編

● 度, CD-ROM (集計表)

出版年/
Pub. Year

請求記号/Call No.

2017.5

810.7:221:2

2017.5

810.7:221:3

ひつじ書房

2017.8

810.7:222

イカロス出版

2017.8

810.74:6:2018

エイ・アイ・ケイ出版部

2017.6

810.77035:11:2017

国際交流基金日本語国際
2017
センター

810.77035:7:2015-1-2

日本語・言語学/Japanese Language and General Linguistics
タイトル/Title

編著者/Author

出版社/Publisher

出版年/
Pub. Year

請求記号/Call No.

コーパスからわかる言語変化・変異と言語理論

小川芳樹, 長野明子, 菊地朗編

開拓社

2016.11

801.019:9

データで学ぶ日本語学入門

計量国語学会編集/伊藤雅光 [ほ
か] 編集委員

朝倉書店

2017.3

801.019:10

会話分析の基礎

高木智世, 細田由利, 森田笑著

ひつじ書房

2016.12

801.03:213

新ここからはじまる日本語学

伊坂淳一著

ひつじ書房

2016.12

810.1:8a

Jポップの日本語研究 : 創作型人工知能のために

伊藤雅光著

朝倉書店

2017.5

810.1:103

その他/Others
タイトル/Title

編著者/Author

出版社/Publisher

出版年/
Pub. Year

請求記号/Call No.

日本の図書館 2016

日本図書館協会図書館調査委員会
日本図書館協会
編

2017.2

010.59:2:2016

世界年鑑 2017

共同通信社編

共同通信社

2017.3

059:1:2017

リブロ

2017

290.3:1:2017

IBCパブリッシング

2017.3

302.1:214

世界の国情報 : 世界193カ国の基礎情報が一目で分かる
2017
日本の論点 (Furigana Japan)

ジェームス・M・バーダマン著/相場
妙訳
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新着図書リスト/New Titles

タイトル/Title

編著者/Author

出版社/Publisher

出版年/
Pub. Year

請求記号/Call No.

天声人語 : 英文対照 2017春(vol.188)

朝日新聞論説委員室編/英文朝日
訳

原書房

2017.5

304:1:2017-1

ニッポンのしきたり (Furigana Japan)

土屋晴仁著/竹森ジニー訳

IBCパブリッシング

2017.3

382.1:41

日本生活史辞典

木村茂光 [ほか] 編

吉川弘文館

2016.11

382.1033:3
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