The Japan Foundation, London
Book Loan Service
Our appointment-based book loan service
provides teachers, researchers and learners of
Japanese with a wide range of teaching and
learning materials and resources.
予約制の本の貸出しサービスを通して、日本語を
教育・指導されている方や、日本について研究さ
れている方、大学で日本語を学習されている方に
本の貸出しを行っています。
https://www.jpf.org.uk/bookloanservice

新着図書のお知らせ New Books

15 May 2019

Several books, including a series of Japanese-Language Proficiency Test Official Practice Workbooks Vol.2, have been
added to our book collections. An updated version of the book lists is now available on our website.
昨年12月に発行された『日本語能力試験公式問題集 第二集（N1～N5）』を始め、図書を追加しました。
また、ウェブサイト上の図書リストを更新しました。

『日本語能力試験 公式問題集 第二集 （N１～N5）』 凡人社 2018
2018年12月に、日本語能力試験（JLPT）の新しい公式問題集が、凡人社から発売されました。2012年発行の公式問題集と同じく、
2010年の改定後実際に出題した試験問題の中から、それぞれ各レベルとも試験1回分に相当する数の問題が掲載されています。

Japanese-Language Proficiency Test Official Practice Workbook Vol.2 (N1-N5) Publisher: Bonjinsya 2018
In December 2018, the new official practice workbooks were published by Bonjinsha. Similar to the 2012 version of the
workbooks, each one contains around the same number of questions as an actual test, with questions selected from
among those used in tests since the 2010 revision.
VOL.1
絵からできた漢字、数字をあらわす漢字、記号からできた漢字、組み合わ
せからできた漢字、形容詞の漢字、動詞の漢字、時をあらわす漢字、部首、
人の関係をあらわす漢字、移動・位置をあらわす漢字など

VOL.2
趣味、日本の結婚式、日本の四季、仕事、試験、旅行、駅などで見る表示、
町で見る表示、物の名前と総称、経済で使われる漢字、感情を表す漢字、
自動詞と他動詞、空港建設、地理で使われる漢字、大学のカリキュラム、
変化を表す漢字、抽象概念を表す表現、接辞の漢字など
『（新版）Basic Kanji Book -基礎漢字500- VOL.1, 2』

Author(s): Cieko Kano, et al. Publisher: Bonjinsya 2015
・漢字の話（漢字の成り立ち、部首、用法など）、基本漢字の書き方・読み練習・書き練習、読み物から構成されています。
・漢字の書き順を1画ずつ学ぶことができ、また、その漢字を使った基本的な熟語の例とその読みと意味を4語程度載せています。
・Lessons cover Kanji Topics (derivations, structures , radicals, etc.), Writing Kanji, Reading and Writing Exercises, and

Reading Materials to allow learners to read the kanji they have learned.
・You can learn the stroke order of each Kanji. Example usage of each Kanji, its pronunciation, and meaning are also
listed immediately after Kanji.

『読むトレーニング 基礎編 新訂版
日本留学試験対応』

『読むトレーニング 応用編 新訂版
日本留学試験対応』

『みんなの日本語 初級Ⅱ 第2版
初級で読めるトピック25』

Author(s): 和栗雅子ほか著
Publisher: スリーエーネットワーク 2017

Author(s): 三上京子ほか著
Publisher: スリーエーネットワーク 2017

Author(s): 牧野昭子ほか著
Publisher: スリーエーネットワーク 2016

・日本語能力試験N2～N1レベル相当
・お知らせ、新聞記事、手紙文、エッセ
イ、説明文、論説文などのテキストと、
確認のための問題が含まれています。
・Appropriate for JLPT N2 to N1 levels.
・Covers various types of text such as
notices, newspaper articles, letters,
essays, statements, editorials etc. with
questions to confirm comprehension.

Minna no Nihongo Shokyu II
Second Edition 25 reading topics
Author(s): Akiko Makino et al.
Publisher: 3A Corporation 2016
・みんなの日本語 初級Ⅱ 第2版の
第26課～第50課に対応しており、25の
文章と、問題が含まれています。
・The main text corresponds to
Chapters 26 to 50 of Minna no Nihongo
Shokyu II Second Edition and includes
25 reading text and exercises.

・日本語能力試験N3～N2レベル相当
・チラシ広告、お知らせ、表、新聞記
事、手紙や電子メール文、エッセイ、
説明文、論説文などの様々な文章と、
確認のための問題が含まれています。
・Appropriate for JLPT N3 to N2 levels.
・Covers various types of text such as
advertising leaflets, notices, tables,
newspaper articles, letters, e-mail,
essays, statements, editorials, etc. and
also questions about each topic.

『テーマ別 中級から学ぶ日本語 〈三訂版〉』
テキスト、ワークブック、教え方の手引き Publisher: 研究社 2014
“学習者の興味・関心に応えるようなテーマを設定し、教員と学習者がともに議論し、
意見を述べ合い、その過程で日本語の総合力を伸ばす”という趣旨のもと、2007年
の改訂版から見直されました。

『みんなの日本語初級Ⅰ第2版
教え方の手引き』
Minna no nihongo Shokyu I Second
Edition Teacher’s Guide
Publisher: 3A Corporation 2016

『評価を持って街に出よう』

言語教育実践 イマ×ココ

-教えたこと・学んだことの評価という発想
を超えて- Author(s): 宇佐美洋
Publisher: くろしお出版 2015

Publisher: ココ出版 2012-2018
現場の実践を記す・実践を伝える・実践から学ぶ

日本語教育を始めとする言語教育の実践を共有することを目的として、日本語授業
や教育の実践、学び、課題について紹介しています。

1回につき5冊、2週間までお借りいただけます。
貸出しサービスと会員への登録をご希望の方は、下記にお問い合わせください。
Book loan service members can borrow up to 5 books for 2 weeks. For queries, please contact our address below.
国際交流基金 ロンドン日本文化センター
The Japan Foundation, London Book Loan Service
Email: library@jpf.org.uk Telephone: 020-7492-6570

