新着資料リスト（2018年3月）/New Titles (March 2018）

データ抽出日/Date: 2018/3/30

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

出版年/
Pub. Year

請求記号/Call No.

Business Japanese master text

ハートアンドブレイン株式会社著/パ
IBCパブリッシング
トス編集

2017.12

336.0791T:14

표현으로 배우는 비즈니스 일본어

이건상, 홍영주 지음

도서츨판 책사랑

2016.2

336T:73

みんなの日本語初級 : 翻訳・文法解説 第2版, アルバニア語版 përkthyer dhe përshtatur nga Reko
2
Dida dha Besar Dida

West Print

2016

810.78:13.61-29a:2-3-17

Sugoi日本語 1 (校園日語教材:102) (CD-ROM付/with CDROM)

王曉芸 [ほか] 編著

致良出版社

中華民國
810.782:22.4-33:1-1-2
103 [2015]

はじめてのにほんご

松本啓子, 高田浩行共著

[松本啓子, 高田浩行]

2016

810.788:38-17

どんどんつながる漢字練習帳 中級: [本冊] (日本語文字学習
シリーズ)

鈴木英子 [ほか] 著

アルク

2017.11

811.2T:170:2-1

Tipuri de propoziţii şi fraze în limba japoneză 2

Ruxandra-Oana Raianu, Tomonari
Kuroda

アインさんアルバイトをする? (KCよむよむ. A2:no. 27)

大西薫文・絵

Editura Universităţii din
2015
Bucureşti
国際交流基金関西国際セ
2017.7
ンター

815T:226:1-2
817.7T:55:2-19

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

日本語能力試験N2文法必修パターン : パターンを押さえて、解
氏原庸子, 佐伯玲子共著
き方まるわかり (日本語能力試験必修パターンシリーズ)
日本語能力試験N2語彙必修パターン : パターンを押さえて、解
氏原庸子, 佐伯玲子共著
き方まるわかり (日本語能力試験必修パターンシリーズ)

1

出版社/Publisher

出版年/
Pub. Year

請求記号/Call No.

Jリサーチ出版

2017.3

810.7925:49:2-1

Jリサーチ出版

2017.5

810.7925:49:2-4

2018/3/30
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＜日本留学試験/Examination for Japanese University Admission for International Students＞
タイトル/Title
日本留学試験日本語総合対策問題集 (EJU対策シリー
ズ)(CD2枚付/with 2CDs)

編著者/Author
片桐史尚, 岩佐靖夫, 大崎功共著

出版社/Publisher
Jリサーチ出版

出版年/
Pub. Year
2017.12

請求記号/Call No.
377.60791T:37:1-1,1-2-1-2

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

編著者/Author

出版社/Publisher

出版年/
Pub. Year

請求記号/Call No.

国際交流基金サンパウロ日本文化
センター編

国際交流基金/日本国際教
2016
育協会
国際交流基金アジアセン
2016.10
ター
国際交流基金サンパウロ
2017
日本文化センター

三重大学留学生センター編

三重大学留学生センター

2016.9

302.1E:25:13

大学の国際化と日本語教育 : 発展的で持続可能な学部・研究
科との連携を目指して (シリーズ新しい日本語教育を考える:6)

立教大学日本語教育セン
ター

2017.3

377.6E:26:6

小出記念日本語教育研究会論文集 25

[小出記念日本語教育研究
2017.3
会]

810.7:32:25

ひつじ書房

2017.11

810.7:223

东南大学出版社

2017.6

810.70222:26

Pontes Editores

c2012

810.70262:12

香港日本語教育研究会

2016.11

810.704:4:2014

スイス日本語教師の会

スイス日本語教師の会

2017

810.705:21:1-24

清水崇文著

スリーエーネットワーク

2018.3

810.72:135

中小學彈性學習的日語活動素材

闕百華作

致良出版社

中華民國
810.724:85
105 [2016]

とよた日本語能力判定対象者判定の手引き 第3版 (改訂版)

豊田市経営戦略室国際まちづくり推
[名古屋大学とよた日本語
進課, 名古屋大学とよた日本語学習
学習支援システム]
支援システム

● 日本語能力試験結果の概要 2016 (December)
● アジアの絆を強くする。 : Asia Center
● ブラジルの日本語教育 : 初等・中等・高等教育
日本語・日本文化研修留学生研究レポート集 13

日本語教育のためのはじめての統計分析

島田めぐみ, 野口裕之著

日语教育计划书 : 面向中国人的日语教学法与森鸥外小说的
花村嘉英著
数据库应用
A língua Japonesa no Brasil : reflexões e experiências de
Yûki Mukai, Alice Tamie Joko,
ensino e aprendizagem : pbk (Coleção Japão em Foco:v. 1)
Fausto Pinheiro Pereira (Orgs.)
第10回国際日本語教育・日本研究
変化する国際社会における課題と可能性 : 第10回国際日本語
シンポジウム大会論文集編集委員
教育・日本研究シンポジウム大会論文集
会編
日本語教育セミナー報告書 第24回
コミュニケーション能力を伸ばす授業づくり : 日本語教師のため

NEW の語用論的指導の手引き

2

2016.8

093.2:3:2016-2
094.2:4
094.462:5

810.728:13
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タイトル/Title

編著者/Author

出版社/Publisher

出版年/
Pub. Year

請求記号/Call No.

日本語教育能力検定試験合格するための本 平成30年度 (ア

NEW ルク地球人ムック) (アルク地球人ムック. カセットブックシリー

アルク

2018.1

810.74079:2:2018-1-2

ズ) (日本語教師読本シリーズ) (CD付/with CD)
神奈川大学日本語教員養
2016
成課程
東京女子大学日本語教員養成課程 東京女子大学日本語教員
日本語教育実習報告書 2016年度
2017.2
編
養成課程
接触場面の言語管理研究 v. 14 (千葉大学社会文化科学研究
千葉大学大学院人文社会
村岡英裕研究代表
2017.2
科研究プロジェクト報告書:第309集)
科学研究科
日本語教育実習報告 2016年度

神奈川大学日本語教員養成課程編

810.745:8:2016
810.745021:23:2016
817.8E:14:14

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.

論文集 第12巻 2016年度

金沢大学人間社会学域経済学類社
金沢大学経済学類
会言語学演習

2017.3

801.03:156:12

Kotonoha 2016 (『Kotonoha』単刊:no. 6, 11, 13)

古代文字資料館編

古代文字資料館

2016.12

804:105:13

ことばの社会学

鈴木孝夫著

新潮社

1987.7

804:114

シンポジウム「大学の外国語能力開発構想と社会の要請」/第3
回全体会議 (慶應義塾大学外国語教育研究センターシンポジ
ウム:8)
2008年度研究活動報告書 : 文部科学省私立大学学術研究高
度化推進事業学術フロンティア : 「行動中心複言語学習プロ
ジェクト」

慶應義塾大学外国語教育研究セン 慶應義塾大学外国語教育
2009.6
ター編
研究センター

807.04:6:8

慶應義塾大学外国語教育研究セン 慶應義塾大学外国語教育
2009.7
ター編
研究センター

807.04:9:2008

Handbook of research in second language teaching and
learning v. 2 (ESL and applied linguistics professional series)

edited by Eli Hinkel

Routledge

2011

807:519:2

Handbook of research in second language teaching and
learning v. 3 (ESL and applied linguistics professional series)

edited by Eli Hinkel

Routledge

2017

807:519:3

Bilingual and multilingual education 3rd ed. (Springer
reference. Encyclopedia of language and education)
Introducing second language acquisition 3rd ed : pbk
(Cambridge introductions to language and linguistics)

Ofelia García, Angel M.Y. Lin,
Stephen May, editors
Muriel Saville-Troike and Karen
Barto

Springer

c2017

807:695

Cambridge University
Press

2017

807:713

聖徳大学言語文化研究所論叢 24

聖徳大学言語文化研究所編集

聖徳大学

2017.3

808:17:24

国立国語研究所

2017.1

810.4:282:6

世界の漢字教育 : 日本語漢字をまなぶ : 国立国語研究所第8
回NINJALフォーラム (NINJALフォーラムシリーズ:6)
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タイトル/Title

編著者/Author

出版社/Publisher

出版年/
Pub. Year

請求記号/Call No.

ことばの人間学

鈴木孝夫著

新潮社

1978.9

810.4:290

日本語文法学会大会発表論文集 第15回 (2014年)

日本語文法学会編集

日本語文法学会

2014.11

815.05:1:2014

日本語文法学会大会発表論文集 第16回 (2015年)

日本語文法学会編集

日本語文法学会

2015.11

815.05:1:2015

東北大学東北アジア研究
センター

2016.1

829.55133:6

蒙漢字典 : モンゴル語ローマ字転写配列 (東北アジア研究セン
栗林均編
ター叢書:第57号)

その他/Others
タイトル/Title

● 非母語話者教員による日本語口頭能力の判定に向けて

編著者/Author
庄司惠雄研究代表

[庄司惠雄]

● 国際交流基金日中交流センター10年のあゆみ : 2006-2016
● The Japan Foundation, Manila, 20th anniversary, 2016

[edited by] the Japan Foundation,
Manila

課題遂行のための口頭能力の測定 : 中東欧日本語教育研修

● 会2015報告書

人と人をつなぐ日本語教育 : 中東欧日本語教育研修会2016報

● 告書

● Japon dili incelemeleri

yayına hazırlayanlar, Ayşe Nur
Tekmen, Tsuyoshi Sugiyama and
Nagehan Avdan

カルコン教育交流レビュー委員会第27回合同会議への報告 :

● 2015-2016年

Arts Dialogue Committee report to CULCON XXVII, June 17,

● 2016

The emergence of the contemporary : avant-garde art in

Türk Japon Vakfı

001:19-11:2

2016.7

095.2:27:2006/2016

[2016]

095.4248:1

2016

096.1:24:2015

2016.9

096.1:24:2016

2015

096.1:49

Japan Foundation

石戸谷聡子 [ほか] 編集担当

アーツカウンシル東京 : 国
2017.3
際交流基金アジアセンター

書 (冊子版)

4

請求記号/Call No.

[2005.4]

[edited by Okabe Miki, Saito
Kensuke, Suzuki Keiko]

メディアアート国際シンポジウム : "アート & テクノロジー" : 時

● 代の変遷、同時代の動向、これからのプラットフォーム : 報告

国際交流基金日中交流セ
ンター
[The Japan Foundation,
Manila]
国際交流基金ブダペスト日
本文化センター
国際交流基金ブダペスト日
本文化センター

出版年/
Pub. Year

国際交流基金日本研究・知
的交流部欧州・中東・アフリ 2016.10
カチーム
国際交流基金日米センター
2016.12
カルコン日本側事務局
Japan CULCON
Secretariat, The Japan
2016
Foundation Center for
Global Partnership

国際交流基金中央アジアシンポジウム : ひもとく、つなぐ～中

● 央アジアの文化遺産～ : 報告書

● Japan, 1950-1970

出版社/Publisher

2016

096.2:10
096.3:61:2015/2016

096.3:62:2016

099.7:72
099.7:73
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タイトル/Title

編著者/Author

出版社/Publisher

出版年/
Pub. Year

請求記号/Call No.

世界地名大事典 1 アジア・オセアニア・極 1 (ア-テ)

竹内啓一総編集/熊谷圭知, 山本健
朝倉書店
兒編集幹事/加藤博, 島田周平編集

2017.11

290.33:11:1

世界地名大事典 2 アジア・オセアニア・極 2 (ト-ン)

竹内啓一総編集/熊谷圭知, 山本健
朝倉書店
兒編集幹事/加藤博, 島田周平編集

2017.11

290.33:11:2

곤니치와! 일본

국립민속박물관

2016.10

302.1:213:1

곤니치와! 일본 絵カード

국립민속박물관

2016.10

302.1:213:2

国際シンポジウム : 国際日本研究 : 対話、交流、ダイナミクス
(東京外国語大学国際日本学研究報告:1(2015年度))

NEW 天声人語 : 英文対照 2017冬(vol.191)

東京外国語大学大学院日本学研究 東京外国語大学大学院日
2017.3
院編
本学研究院

302.1:215:1

朝日新聞論説委員室編/英文朝日
訳

304:1:2017-4

日韓大学生国際交流セミナー報告書 第11回(2016年度)

森山新編

事業評価年次報告書 2016

国際協力事業団企画・評価部評価
監理室編

原書房

お茶の水女子大学国際教
2016.12
育センター
国際協力事業団企画・評価
2017
部評価監理室

異文化コミュニケーションのA to Z : 理論と実践の両面か
小坂貴志著
研究社
らわかる 改訂版
教育アンケート調査年鑑編集委員会
教育アンケート調査年鑑 2017年版上・下合併号
創育社
編
テストが導く英語教育改革 : 「無責任なテスト」への処方
根岸雅史著
三省堂
箋
実例でわかる英語テスト作成ガイド

小泉利恵, 印南洋, 深澤真編

国公私立首都圏の専門学校全調査 2017 (AIK report:7月拡
エイ・アイ・ケイ教育情報部編集
大号)
東京外国語大学留学生日本語教育
教員研修留学生修了レポート集 2016年度
センター
日本と中国とのハイブリッド型教育による人材育成プロ
横浜国立大学教育人間科学部
グラム(SS&SV)実施報告書
Ineke H. M. Crezee, Teruko
Asano/with illustrations by Jenn
Introduction to healthcare for Japanese-speaking
Jiang/with contributions by Shinobu
interpreters and translators
Hattori, Michelle Henault Morrone,
Haruka Murai
国立大学法人豊橋技術科学大学グローバル工学教育推進 豊橋技術科学大学グローバル工学
教育推進機構編集
機構(IGNITE)国際協力センター(ICCEED)国際交流セン

5

2018.2

大修館書店

319.1021:3:2016
333.8:12:2016

2017.10

361.45:65a

2017.7

370.59:9:2017

2017.8

375.893:85

2017.8

375.893:86

エイ・アイ・ケイ教育情報部 2017.12
東京外国語大学留学生日
2017.3
本語教育センター
横浜国立大学教育人間科
2012.3
学部

376.7:1:2017
377.6:92:2016
377.6:95

John Benjamins, c2016

2016

490.7:3

豊橋技術科学大学グロー
バル工学教育推進機構

2016.9

507.6:1:2015

2018/3/30

新着図書リスト/New Titles

タイトル/Title
盆栽につもる雪 : 「鉢木 (はちのき)」物語の世界
七年度秋季特別展

編著者/Author
平成二

出版社/Publisher

出版年/
Pub. Year

請求記号/Call No.

さいたま市大宮盆栽美術館

さいたま市大宮盆栽美術館 2015.10

627.8:6

国際漫画フェスティバル・インさいたま 2016

さいたま市 プラザノース

さいたま市 プラザノース

2016.11

726.1:13:2016

さいたま市ユーモアフォトコンテスト 2016

さいたま市 プラザノース

さいたま市 プラザノース

2016.11

740.69:1:2016

Književnost i osećaj : moderne tendencije u japanskoj
proznoj književnosti (Biblioteka Posebna izdanja)

Marina Jović Đalovic

Filološki fakultet
Univerziteta u Beogradu :
KOKORO

2015

910.2:21

6

