新着資料リスト（2018年1月）/New Titles (January 2018）

データ抽出日/Date: 2018/1/31

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
标准商务基础日语 第2版 第1册 (标准商务日语系列丛书) ("
十二五"职业教育国家规划教材 : 经全国职业教育教材审定
委员会审定) (CD-ROM付/with CD-ROM)
标准商务基础日语 第2版 第2册 (标准商务日语系列丛书) ("
十二五"职业教育国家规划教材 : 经全国职业教育教材审定
委员会审定) (CD-ROM付/with CD-ROM)
标准商务基础日语 第2版 第3册 (标准商务日语系列丛书) ("
十二五"职业教育国家规划教材 : 经全国职业教育教材审定
委员会审定) (CD-ROM付/with CD-ROM)
标准商务基础日语 第2版 第4册 (标准商务日语系列丛书) ("
十二五"职业教育国家规划教材 : 经全国职业教育教材审定
委员会审定) (CD-ROM付/with CD-ROM)
外国人のための会話で学ぼう!介護の日本語 : 指示がわかる、
報告ができる
外国人のためのやさしく学べる介護のことば
外国人のためのやさしく学べる介護の知識・技術

編著者/Author

出版社/Publisher

出版年/
Pub. Year

請求記号/Call No.

(日) 吉冈正毅 [ほか] 主编

外语教学与研究出版社

2016

336T:72:1-1

(日) 吉冈正毅 [ほか] 主编

外语教学与研究出版社

2016

336T:72:2-1

(日) 吉冈正毅 [ほか] 主编

外语教学与研究出版社

2016

336T:72:3-1

(日) 吉冈正毅 [ほか] 主编

外语教学与研究出版社

2016

336T:72:4-1

国際交流&日本語支援Y編著

中央法規出版

2017.9

369T:11

中央法規出版

2017.10

369T:12:1

中央法規出版

2017.10

369T:12:2

三修社

2017.9

369T:13:4

海外介護士育成協議会編集/甘利
庸子, 高橋絵美編著
海外介護士育成協議会編集/甘利
庸子編著

介護・看護の漢字とことば N4レベル編

アークアカデミー編・著

留学生のサバイバル日本語 1

徳本浩子, 山本裕子, 鈴木かおり著 早美出版社

2017.4

377.6T:41:1

みんなの日本語初級 : 漢字 第2版, ベトナム語版 2

新矢麻紀子 [ほか] 著

スリーエーネットワーク

2017.7

810.78:13.61-29a:2-5-2

日本語初級大地 : 文型説明と翻訳 ベトナム語版 1

山﨑佳子 [ほか] 著

スリーエーネットワーク

2017.9

810.78:13.61-73:1-2-4

文法まとめリスニング初級 : 日本語初級大地準拠 1 (CD2枚付
佐々木薫, 西川悦子, 大谷みどり著 スリーエーネットワーク
/with 2 CDs)

2017.7

815T:230:1-1

1
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新着図書リスト/New Titles

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
日本語能力試験直前対策N5もじ・ごい・ぶんぽう

編著者/Author
飯嶋美知子監修・著/山田京子, 吉
田雅子, 藤野安紀子著

文法必携バイブルN2完全制覇文型集 (日本語能力試験 文法
郭冰雁, 雍婧著
ベスト対策シリーズ)
日本語N4文法・読解まるごとマスター : 英語・中国語・ベトナム
語対訳付き (日本語能力試験・日本留学試験読解対策シリー 水谷信子著
ズ)
日本語N5文法・読解まるごとマスター : 英語・中国語・ベトナム
語対訳付き (日本語能力試験・日本留学試験読解対策シリー 水谷信子著
ズ)

出版社/Publisher

出版年/
Pub. Year

請求記号/Call No.

国書刊行会

2017.8

810.7925:18:5-1

ブイツーソリューション/
星雲社 (発売)

2017.7

810.7925:52:2

Jリサーチ出版

2017.9

810.7925:54:4

Jリサーチ出版

2017.8

810.7925:54:5

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

編著者/Author

日本留学試験試験問題[EJU] 平成29年度 (第1回) (CD付/with
日本国際教育協会編著
CD)

出版社/Publisher
桐原書店

出版年/
Pub. Year
2017

請求記号/Call No.
377.60791T:3:2017-1-1

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

編著者/Author

出版社/Publisher

鳰貴子, 松本恭子編/エバニチ堀越
凡人社
厚子 [ほか] 著
日本語教育と日本研究におけるイノベーション及び社会的イン 第11回国際日本語教育・日本研究
パクト : 第11回国際日本語教育・日本研究シンポジウム大会 シンポジウム大会論文集編集委員 香港日本語教育研究会
論文集
会編

ことばのまなび手を知る (日本語教育への道しるべ:第1巻)

日本で生活する外国人のためのいろんな書類の書き方 (にほ 岩田一成編著/和泉智恵 [ほか] 執
アスク出版
んご宝箱)
筆

2

出版年/
Pub. Year

請求記号/Call No.

2017.8

810.7:221:1

2017.7

810.704:4:2016

2017.9

810.724:83

2018/1/31

新着図書リスト/New Titles

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.

鈴木孝夫の世界 : ことば・文化・自然 第4集

鈴木孝夫研究会編

冨山房インターナショナル

2012

804:110:4

閉された言語・日本語の世界 増補新版 (新潮選書)

鈴木孝夫著

新潮社

2017.2

810.4:135a

英語はいらない!? (PHP新書:136)

鈴木孝夫著

PHP研究所

2001.1

830.4:24

その他/Others
タイトル/Title
責任ある研究のための発表倫理を考える (高等教育ライブラ
リ:11)
著作権法入門 2017-2018
天声人語 : 英文対照 2017夏(vol.189)

NEW 天声人語 : 英文対照 2017秋(vol.190)
外交青書 第60号(2017)

編著者/Author
東北大学高度教養教育・学生支援
機構編
文化庁文化部著作権課内著作権法
令研究会編著
朝日新聞論説委員室編/英文朝日
訳
朝日新聞論説委員室編/英文朝日
訳
外務省編

Diplomatic bluebook 2017

出版社/Publisher

出版年/
Pub. Year

請求記号/Call No.

東北大学出版会

2017.3

002.7:9

著作権情報センター

2017

021.2:11:2017/2018

原書房

2017.8

304:1:2017-2

原書房

2017.11

304:1:2017-3

外務省

2017

319.1:1:2017

Ministry of Foreign Affairs

2017

319.1:2:2017

しあわせ節電

鈴木孝夫著

文藝春秋

2011.6

519:5

人にはどれだけの物が必要か

鈴木孝夫著

飛鳥新社

1994.11

519:6

手ぶくろを買いに (日本の童話名作選)

新美南吉作/黒井健絵

偕成社

1988.3

726.6:44

私は、こう考えるのだが。 : 言語社会学者の意見と実践

鈴木孝夫著

人文書館

2007.12

914.6:35:1

ことばと自然 : 子どもの未来を拓く

鈴木孝夫, C.W.ニコル著

アートデイズ

2006.12

914.6:35:2

3

