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Novedades 2019-2020 

1 LT Libros de texto テキスト 

2 LP Libros para profesores 教師用指導書 

3 EO Expresión oral 会話 

4 PR Pronunciación 発音 

5 CA Comprensión auditiva 聴解 

6 CL Comprensión lectora 読解 

7 EE Expresión escrita 作文 

8 KA Kana 文字 

9 KJ Kanji 漢字 

10 GR Gramática 文法 

11 EX Expresiones 表現 

12 VO Vocabulario y terminología 語彙 

13 MA Material audiovisual y didáctico ＣＤ等 

14 NO JLPT / Nôken 日本語能力試験 

15 OR Obras de referencia 辞典 

16 LG Lingüística 言語学 

 



 

 

Pulse sobre cada título para acceder a la información disponible en la web de la editorial o, en su 

defecto, de la fuente más completa disponible.  

出版社リンクページから詳細情報やダウンロードファイルを見るには、それぞれのタイトルをクリ

ックして下さい。 

 

 

1-LT Libros de texto  テキスト 

❖ NIJ: A New Approach to Intermediate Japanese  

❖ みんなの日本語中級 II くり返して覚える単語帳  

❖ みんなの日本語 中級 II 標準問題集  

❖ 4技能でひろがる 中級日本語 カルテット I 

❖ 4技能でひろがる 中級日本語 カルテット I ワークブック 

❖ いろは First Encounter with the Japanese Language 

❖ [音声 DL] つなぐにほんご 初級 1 Tsunagu Nihongo Beginner Level Series vol.1  

❖ [音声 DL] つなぐにほんご 初級 1 ワークブック 

❖ [音声 DL] つなぐにほんご 初級 2 ワークブック 

 

2-LP Libros para profesores  教師用指導書 

 

❖ 日本語を教えよう！2019 

❖ 実例でわかる英語テスト作成ガイド 

❖ 日本語教師のための 日常会話力がグーンとアップする雑談指導のススメ 

❖ 日本語教師のための CLIL（内容言語統合型学習）入門 

❖ もう学校も先生もいらない!? SNSで外国語をマスターする《冒険家メソッド》 

❖ 人とつながり、世界とつながる日本語教育 

❖ 外国語学習の実践コミュニティ : 参加する学びを作るしかけ 

❖ コーパスで学ぶ日本語学 日本語教育への応用 

❖ 豊かな語彙力を育てる:「言葉の感度を高める教育」へのヒント 

❖ アクティブ・ラーニング対応 日本語を分析するレッスン 

❖ 一歩進んだ日本語文法の教え方〈1〉 

❖ 一歩進んだ日本語文法の教え方〈2〉 

❖ 多文化社会で多様性を考えるワークブック 

❖ (現場に役立つ日本語教育研究 1) データに基づく文法シラバス 

❖ (現場に役立つ日本語教育研究 2) ニーズを踏まえた語彙シラバス 

https://www.9640.jp/book_view/?775
https://www.3anet.co.jp/np/books/2952/
https://www.3anet.co.jp/np/books/2950/
https://bookclub.japantimes.co.jp/jp/book/b456866.html
https://bookclub.japantimes.co.jp/jp/book/b456877.html
https://www.ask-books.com/%E3%81%84%E3%82%8D%E3%81%AF/
https://www.ask-books.com/jp/tsunagu/
https://www.ask-books.com/jp/tsunagu/
https://www.ask-books.com/jp/tsunagu/
https://books-online.jp/c-item-detail?ic=9784802205498
https://www.taishukan.co.jp/book/b308284.html
https://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=12591&page=1&pt=4&disp_count=20&name=%E6%97%A5%E5%B8%B8%E4%BC%9A%E8%A9%B1%E5%8A%9B%E3%81%8C%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%81%A8%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%81%99%E3%82%8B%E9%9B%91%E8%AB%87%E6%8C%87%E5%B0%8E%E3%81%AE%E3%82%B9%E3%82%B9%E3%83%A1&goods_order=1
https://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=12603&page=1&pt=4&disp_count=20&name=9784893589453&goods_order=1
https://www.cocopb.com/adventurer/home.html
https://www.9640.jp/nihongo/ja/detail/?707
https://www.cocopb.com/cocobooks/booksinfo/%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC/2017/9/11_978-4-904595-93-0.html
http://www.asakura.co.jp/books/isbn/978-4-254-51655-5/
https://www.cocopb.com/cocobooks/booksinfo/%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC/2018/6/7_978-4-86676-004-9.html
https://www.taishukan.co.jp/book/b285622.html
https://www.9640.jp/nihongo/ja/detail/?736
https://www.9640.jp/nihongo/ja/detail/?784
http://books.kenkyusha.co.jp/book/978-4-327-37745-8.html
https://www.9640.jp/nihongo/ja/detail/?663
https://www.9640.jp/nihongo/ja/detail/?715


❖ (現場に役立つ日本語教育研究 3) わかりやすく書ける作文シラバス 

❖ (現場に役立つ日本語教育研究 5) コーパスから始まる例文作り 

❖ (現場に役立つ日本語教育研究 6)   語から始まる教材作り 

❖ いちばんやさしい日本語教育入門 

❖ 日本語教育に役立つ心理学入門 

❖ 日本語類義表現と使い方のポイント―表現意図から考える― 

❖ どうすれば協働学習がうまくいくか: 失敗から学ぶピア・リーディング授業の科学 

❖ 学び合う場のつくり方――本当の学びへのファシリテーション 

❖ かかわることば: 参加し対話する教育・研究へのいざない 

❖ 日本語の習得を支援するカリキュラムの考え方 

❖ 最適モデルによるインストラクショナルデザイン―ブレンド型 eラーニングの効果的な手法 

❖ 日本語を翻訳するということ - 失われるもの、残るもの (中公新書)  

❖ みんなの日本語初級 I 第 2版 教え方の手引き 

❖ みんなの日本語初級 II 第 2版 教え方の手引き 

❖ 親と子をつなぐ継承語教育 ―日本・外国にルーツを持つ子ども 

❖ 日本語教師のためのアクティブ・ラーニング 

❖ ICT×日本語教育—情報通信技術を利用した日本語教育の理論と実践  

❖ ひとりでも学べる日本語の発音—OJADで調べて Praatで確かめよう 

 

3-EO Expresión Oral  会話 

 

❖ すぐに使える接客日本語会話 大特訓 英語版 (Speak Japanese!) 

❖ CD付 1 日 10分のシャドーイング! 就活・仕事のにほんご会話   

❖ NIHONGO FUN & EASY II Basic Grammar for Conversation 

 

6-CL Comprensión Lectora  読解 

 

❖ にほんご多読ブックス vol. 1  

❖ にほんご多読ブックス vol. 2 

❖ にほんご多読ブックス vol. 3 

❖ にほんご多読ブックス vol. 4 

❖ にほんご多読ブックス vol. 5 

❖ にほんご多読ブックス vol. 6 

❖ にほんご多読ブックス vol. 7 

❖ にほんご多読ブックス vol. 8 

https://www.9640.jp/nihongo/ja/detail/?752
https://www.9640.jp/nihongo/ja/detail/?731
https://www.9640.jp/nihongo/ja/detail/?781
https://www.ask-books.com/978-4-86639-191-5/
https://www.9640.jp/nihongo/ja/detail/?753
https://www.3anet.co.jp/np/books/4686/
https://www.cocopb.com/cocobooks/booksinfo/%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC/2018/6/7_978-4-86676-005-6.html
https://www.iwanami.co.jp/book/b287506.html
http://www.utp.or.jp/book/b307473.html
https://www.9640.jp/nihongo/ja/detail/?758
https://www.tdupress.jp/book/b349953.html
http://www.chuko.co.jp/shinsho/2018/06/102493.html
https://www.3anet.co.jp/np/books/2340/
https://www.3anet.co.jp/np/books/2440/
https://www.9640.jp/nihongo/ja/detail/?807
https://www.9640.jp/book_view/?802
http://www.hituzi.co.jp/hituzibooks/ISBN978-4-89476-944-1.htm
http://www.hituzi.co.jp/hituzibooks/ISBN978-4-89476-851-2.htm
https://www.jresearch.co.jp/book/b282638.html
https://www.ask-books.com/978-4-87217-953-8/
https://www.ask-books.com/978-4-86639-144-1/
https://www.taishukan.co.jp/book/b238047.html
https://www.taishukan.co.jp/book/b238050.html
https://www.taishukan.co.jp/book/b238069.html
https://www.taishukan.co.jp/book/b238071.html
https://www.taishukan.co.jp/book/b238072.html
https://www.taishukan.co.jp/book/b238073.html
https://www.taishukan.co.jp/book/b266978.html
https://www.taishukan.co.jp/book/b266977.html


Información en inglés sobre la colección TADOKU BOOKS aquí.  

❖ レベル別日本語多読ライブラリー にほんごよむよむ文庫 ＣＤ付 レベル 0 Vol.1 

❖ レベル別日本語多読ライブラリー にほんごよむよむ文庫 ＣＤ付 レベル 0 Vol.2 

❖ レベル別日本語多読ライブラリー にほんごよむよむ文庫 ＣＤ付 レベル 0 Vol.3 

Información en inglés sobre la colección TADOKU LIBRARY aquí.  

❖ どんどん読める！ 日本語ショートストーリーズ vol.1 

❖ どんどん読める！ 日本語ショートストーリーズ vol.2 

❖ どんどん読める！ 日本語ショートストーリーズ vol.3 

❖ 日本語読み書きのたね 

❖ 小説 ミラーさん II -みんなの日本語初級シリーズ- 

 

9-KJ Kanji  漢字 

 

❖ (新版) BASIC KANJI BOOK ～基本漢字 500～ VOL.1 

❖ (新版) BASIC KANJI BOOK ~基本漢字 500~ VOL.2 

❖ INTERMEDIATE KANJI BOOK Vol. 1 漢字 1000PLUS 改訂 第 3版 

❖ CD付 PRACTICAL KANJI 基礎 500漢字 Vol.1 Kiso 500 Kanji (500 basic kanji) Vol.1 

❖ CD付 PRACTICAL KANJI 基礎 500漢字 Vol.2 Kiso 500 Kanji (500 basic kanji) Vol.2 

❖ PRACTICAL KANJI 現代社会を読む 700漢字 Vol.1 

❖ PRACTICAL KANJI 現代社会を読む 700漢字 Vol.2 

❖ にほんご漢字トレーニング (初級が終わったら始めよう)  

 

 

10-GR Gramática  文法 

 

❖ 初級から超級まで STEP 式にほんご練習帳 授受表現 

❖ 初級から超級まで STEP 式にほんご練習帳 自動詞・他動詞 

❖ 初級から超級まで STEP 式にほんご練習帳 受身・使役・使役受身 

❖ 初級から超級まで STEP 式にほんご練習帳 助詞 

❖ にほんご活用マスター 

❖ 上級へのとびら これで身につく文法力:TOBIRA: Grammar Power -Exercises for Mastery 

 

11-EX Expresiones  表現 

❖ 中級を学ぼう 日本語の文型と表現 56 中級前期 第 2版 

 

 

https://www.taishukan.co.jp/item/nihongo_tadoku/index_en.html
https://tadoku.org/japanese/book/2335/
https://tadoku.org/japanese/book/2342/
https://tadoku.org/japanese/book/2349/
https://tadoku.org/japanese/en/
https://ec.alc.co.jp/book/7017046/
https://ec.alc.co.jp/book/7017047/
https://ec.alc.co.jp/book/7017048/
https://www.3anet.co.jp/np/books/4134/
https://www.3anet.co.jp/np/books/2472/
https://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=12070&pt=4
https://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=12199&page=1&pt=4&disp_count=20&name=9784893588838&goods_order=1
https://www.bonjinsha.com/goods/detail?id=11394&page=1&pt=4&disp_count=20&name=9784893588104&goods_order=1
https://www.ask-books.com/978-4-87217-975-0/
https://www.ask-books.com/978-4-87217-976-7/
https://www.ask-books.com/978-4-86639-207-3/
https://www.ask-books.com/978-4-86639-283-7/
https://www.ask-books.com/978-4-87217-794-7/
http://www.unicom-lra.co.jp/eccube/html/products/detail.php?product_id=70
http://www.unicom-lra.co.jp/eccube/html/products/detail.php?product_id=69
http://www.unicom-lra.co.jp/eccube/html/products/detail.php?product_id=71
http://www.unicom-lra.co.jp/eccube/html/products/detail.php?product_id=72
https://www.ask-books.com/978-4-86639-233-2/
http://tobiraweb.9640.jp/introduction/book03/
https://www.3anet.co.jp/np/books/3313/


14-NO JLPT-Nôken  日本語能力試験 

❖ 日本語能力試験公式問題集 第二集 N1 

❖ 日本語能力試験公式問題集 第二集 N2 

❖ 日本語能力試験公式問題集 第二集 N3 

❖ 日本語能力試験公式問題集 第二集 N4 

❖ 日本語能力試験公式問題集 第二集 N5 

❖ はじめての日本語能力試験 N4単語 1500  

❖ はじめての日本語能力試験 N5単語 1000  

❖ 日本語能力試験対策 N4 漢字・語彙・文法 

❖ 新完全マスター読解 日本語能力試験 N4  

❖ 新完全マスター漢字 日本語能力試験 N4 

❖ 新完全マスタ-文法 日本語能力試験 N4  

❖ 新完全マスター聴解 日本語能力試験 N4 

❖ 日本語能力試験対策 N5 もじ・ごい・ぶんぽう 

❖ BJT ビジネス日本語能力テスト 読解 実力養成問題集 第 2版 

❖ BJT ビジネス日本語能力テスト 聴解・聴読解 実力養成問題集 第 2版 

 

15-OR Obras de referencia  辞典 

❖ English-Japanese Picture Dictionary by TODA design 

❖ A Frequency Dictionary of Japanese (Routledge Frequency Dictionaries) 

❖ Oxford Beginner's Japanese Dictionary 

 

16-LG Lingüística  言語学 

 

❖ Exploraciones de la lingüística contrastiva español-japonés 

 

BIBLIOTECA DE FUNDACIÓN JAPÓN, MADRID 

Información de utilidad 

 

Horarios, servicio de préstamo y catálogos 

Blog  Instagram @bibliotecafjm  Email  biblioteca@fundacionjapon.es 

https://www.jpf.go.jp/j/publish/japanese/nouryoku/official_practice_workbook_2018.html
https://www.jpf.go.jp/j/publish/japanese/nouryoku/official_practice_workbook_2018.html
https://www.jpf.go.jp/j/publish/japanese/nouryoku/official_practice_workbook_2018.html
https://www.jpf.go.jp/j/publish/japanese/nouryoku/official_practice_workbook_2018.html
https://www.jpf.go.jp/j/publish/japanese/nouryoku/official_practice_workbook_2018.html
https://www.ask-books.com/jp/hajimete-jlpt/
https://www.ask-books.com/jp/hajimete-jlpt/
https://www.sanshusha.co.jp/np/isbn/9784384057799/
https://www.3anet.co.jp/np/books/3616/
https://www.3anet.co.jp/np/books/3626/
https://www.3anet.co.jp/np/books/3606/
https://www.3anet.co.jp/np/books/3646/
https://www.sanshusha.co.jp/np/isbn/9784384057805/
https://www.3anet.co.jp/np/books/4973/
https://www.3anet.co.jp/np/books/4971/
http://toda-design.com/?pid=106818725
https://www.routledge.com/A-Frequency-Dictionary-of-Japanese/Tono-Yamazaki-Maekawa/p/book/9780415610131
https://global.oup.com/academic/product/oxford-beginners-japanese-dictionary-9780199298525?cc=es&lang=en&
https://libros.uam.es/?press=uam&page=catalog&op=book&path%5B%5D=829
https://www.fundacionjapon.es/es/Actividades/Biblioteca
https://bibliotecafjm.blogspot.com/
https://www.instagram.com/bibliotecafjm/
mailto:biblioteca@fundacionjapon.es

