新着資料リスト（2017年12月）/New Titles (December 2017）

データ抽出日/Date: 2017/12/27

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

編著者/Author

出版社/Publisher

Japanese culture : international communication pt. 1 (CD付

Dilrukshi Rathnayake, Naho
Dilrukshi Rathnayake
Komatsubara
すぐに使える接客日本語会話大特訓 : 決まり文句700 英語版 水谷信子監修・著/高橋尚子 [ほか]
Jリサーチ出版
(CD2枚付/with 2CDs)
著
みんなの日本語初級 : 聴解タスク25 第2版 1 (CD2枚付/with
牧野昭子, 田中よね, 北川逸子著
スリーエーネットワーク
2CDs)
スリーエーネットワーク (発
みんなの日本語初級 : 会話DVD 第2版 1
スリーエーネットワーク制作・著作
売)
スリーエーネットワーク (発
みんなの日本語初級 : 会話DVD 第2版 2
スリーエーネットワーク制作・著作
売)

● /with CD)

出版年/
Pub. Year

請求記号/Call No.

2017

092.259:1:1-1

2016.10

673T:2:2-1

2017.9

810.78:13.61-29a:1-14-1

c2016

810.78:13.61-29a:1-12

c2016

810.78:13.61-29a:2-12

みんなの日本語初級 1 (CD付/with CD)

スリーエーネットワーク編著

GAE Publishing House

2016.11

810.78:13.61-29a:11-1-1

Easy and fun katakana : how to read non‐Japanese loanwords

author, Kiyomi Ogawa/English
editor, Orrin Cummins

IBC publishing

2017

811.5T:119

清ルミ著

Jリサーチ出版

2017.1

817.8T:371:5-1

辻和子著

ユニコム

2017.2

817.8T:380

日本人がよく使う日本語会話お決まり表現180 (CD付/with
CD)
Learn Japanese with manga : Japanese conversation for
beginners

日本語のテスト/Japanese-Language Tests
＜日本語能力試験/Japanese Language Proficiency Test＞
タイトル/Title

編著者/Author

出版社/Publisher

出版年/
Pub. Year

請求記号/Call No.

新完全マスター語彙日本語能力試験N3

伊能裕晃 [ほか] 著

スリーエーネットワーク

2017.9

810.7925:25:3-4

きらり☆日本語N3語彙 : 日本語能力試験対応

斎藤美幸, 沼田宏著

凡人社

2016.12

810.7925:39:3-1

2017.7

810.7925:49:2-2

日本語能力試験N2読解必修パターン : パターンを押さえて、解
氏原庸子, 清島千春, 佐伯玲子共著 Jリサーチ出版
き方まるわかり (日本語能力試験必修パターンシリーズ)
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新着図書リスト/New Titles

＜日本留学試験/Examination for Japanese University Admission for International Students＞
タイトル/Title

編著者/Author

出版社/Publisher

出版年/
Pub. Year

請求記号/Call No.

日本留学試験試験問題[EJU] 平成28年度 (第2回) (CD付
/with CD)

日本国際教育協会編著

桐原書店

2017.1

377.60791T:3:2016-2-1

読むトレーニング : 日本留学試験対応 新訂版 基礎編

和栗雅子 [ほか] 著

スリーエーネットワーク

2004.8

377.60791T:26b:1

読むトレーニング : 日本留学試験対応 新訂版 応用編

和栗雅子 [ほか] 著

スリーエーネットワーク

2005.4

377.60791T:26b:2

＜実用日本語検定＞
タイトル/Title

編著者/Author

ビジネスJ.TEST実用日本語検定練習問題集 第1集 (CD付
日本語検定協会編
/with CD)
J.TEST実用日本語検定過去問題集 2015年 E-Fレベル (CD付
日本語検定協会編
/with CD)
J.TEST実用日本語検定過去問題集 2015年 A-Dレベル (CD
日本語検定協会編
付/with CD)

出版社/Publisher

出版年/
Pub. Year

語文研究会/弘正堂図書販
2017
売 (発売)
語文研究社/弘正堂図書販
2016.1
売 (発売)
語文研究社/弘正堂図書販
2016.10
売 (発売)

請求記号/Call No.
336.0791T:13:1-1
810.798:20:2015-2-1
810.898:20:2015-1-1

日本語教育関係/Japanese Language Education
タイトル/Title

編著者/Author

日本語・日本文化研修留学生修了レポート集 2015-2016年度 森山新, 吉澤真由美編
日本語学習動機とポップカルチャー : カタールの日本語学習
根本愛子著
者を事例として (M-GTAモノグラフシリーズ:3)
実践のふり返りによる日本語教師教育 : 成人学習論の視点か
池田広子, 朱桂栄著
ら

NEW 習ったはずなのに使えない文法

江田すみれ, 堀恵子編

出版社/Publisher

出版年/
Pub. Year

請求記号/Call No.

お茶の水女子大学グロー
バル教育センター

2016.9

302.1E:24:2015/2016

ハーベスト社

2016.3

810.7022783:1

鳳書房

2017.3

810.744:28

くろしお出版

2017.10

815E:51

日本語・言語学/Japanese Language and General Linguistics
タイトル/Title
Words in context : a Japanese perspective on language and
culture 1st trade. ed

編著者/Author
Takao Suzuki/translated by Akira
Miura
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出版社/Publisher
Kodansha International

出版年/
Pub. Year
2001.8

請求記号/Call No.
801.03:214

2017/12/27

新着図書リスト/New Titles

タイトル/Title
日本語を分析するレッスン : アクティブ・ラーニング対応

編著者/Author
野田尚史, 野田春美著

煩悩の文法 : 体験を語りたがる人びとの欲望が日本語の文法
定延利之著
システムをゆさぶる話 増補版 (わたしたちのことばを考える:1)
日韓対照研究によるハとガと無助詞 (ひつじ研究叢書:言語編:
金智賢著
第137巻)
思考ツールを利用した日本語ライティング : リーディングと連携
脇田里子著
し論理的思考を鍛える

出版社/Publisher

出版年/
Pub. Year

請求記号/Call No.

大修館書店

2017.4

810.1:101

凡人社

2016.12

815:365a

ひつじ書房

2016.5

815.7:51

大阪大学出版会

2017.2

816.5:58

あなたは英語で戦えますか : 国際英語とは自分英語である

鈴木孝夫著

冨山房インターナショナル

2011.9

830.4:23

日本人はなぜ英語ができないか (岩波新書:新赤版 622)

鈴木孝夫著

岩波書店

1999.7

830.7:313

アメリカを知るための英語、アメリカから離れるための英語

鈴木孝夫著

文藝春秋

2003.7

830.7:314

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.

国際交流基金文化事業部

Art and Culture
Department, The Japan
Foundation

2017.2

019.9:4:5

朝日ジュニア学習年鑑 2017

教育・ジュニア編集部編

朝日新聞出版

2017.3

059.1:2:2017

下山の時代を生きる (平凡社新書:841)

鈴木孝夫, 平田オリザ著

平凡社

2017.4

304:29

日本国勢図会 2017/18年版

矢野恒太記念会編

矢野恒太記念会

2017.6

351:2:2017/2018

日本のすがた : 表とグラフでみる社会科資料集 2016

矢野恒太記念会編

矢野恒太記念会

2016.3

351:5:2016

日本のすがた : 表とグラフでみる社会科資料集 2017

矢野恒太記念会編

矢野恒太記念会

2017.3

351:5:2017

実践日本語表現 : 短大生・大学1年生のためのハンドブック

松浦照子編/入口愛 [ほか] 執筆

ナカニシヤ出版

2017.5

377.15:30

助成団体要覧-民間助成金ガイド-2016

公益財団法人助成財団センター

ワールドプランニング

2016.1

377.7:3:2016

ビジネス文書と日本語表現 改訂2版

河田美惠子著

学文社

2017.4

670.91:6

使える!遊べる!飾れる!水に強い折り紙

寺西恵里子著

日東書院本社

2016.3

754.9:32

Worth sharing : a selection of Japanese books recommended

● for translation v. 5
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