
しん　にほんご　の　きそ・ちゅうきゅう
資料番号 請求番号

000020479 　 新日本語の基礎：本冊 　1      810     /S       /1       

000020453 　 新日本語の基礎：本冊 　1      810     /S       /1       

000020990 　 新日本語の基礎：本冊 　2      810     /S       /2       

000069955 　 新日本語の基礎：本冊 　2      810     /S       /2       

000020883 　 新日本語の基礎：漢字練習帳 　2      810     /S       /2       

000020891 　 新日本語の基礎：漢字練習帳 　2      810     /S       /2       

100002443 　 新日本語の基礎：漢字練習帳 　2      810     /S       /2       

000020388 　 新日本語の基礎：かな練習帳 　      810     /S       /        

000020396 　 新日本語の基礎：かな練習帳 　      810     /S       /        

000020404 　 新日本語の基礎：かな練習帳 　      810     /S       /        

000020313 　 新日本語の基礎：標準問題集 　1      810     /S       /1       

000020917 　 新日本語の基礎：標準問題集 　2      810     /S       /2       

100111160 　 新日本語の中級：本冊 　      810     /S       /        

100007731 　 新日本語の中級：文法解説書 　      810     /S       /        

100006899 　 新日本語の中級：文法解説書 　      810     /S       /        

100009323 　 新日本語の中級：会話場面・語彙イラストシート 　      810     /S       /        

100009315 　 新日本語の中級：会話場面・語彙イラストシート 　      810     /S       /        

000020495 ローマ字版 新日本語の基礎：本冊 　1      810     /S       /1       

000020487 ローマ字版 新日本語の基礎：本冊 　1      810     /S       /1       

000140236 ローマ字版 新日本語の基礎：本冊 　2      810     /S       /2       

000021014 ローマ字版 新日本語の基礎：本冊 　2      810     /S       /2       

タイトル



しん　にほんご　の　きそ・ちゅうきゅう
資料番号 請求番号タイトル

000020511 英語 新日本語の基礎：分冊 　1      810     /S       /1       

000069716 英語 新日本語の基礎：分冊 　1      810     /S       /1       

000069963 英語 新日本語の基礎：分冊 　2      810     /S       /2       

000021030 英語 新日本語の基礎：分冊 　2      810     /S       /2       

000020131 英語 新日本語の基礎：文法解説書 　1      810     /S       /1       

000020115 英語 新日本語の基礎：文法解説書 　1      810     /S       /1       

000069849 英語 新日本語の基礎：文法解説書 　2      810     /S       /2       

000020719 英語 新日本語の基礎：文法解説書 　2      810     /S       /2       

000020354 英語 新日本語の基礎：漢字練習帳 　1      810     /S       /1       

100009356 英語 新日本語の中級：分冊 　      810     /S       /        

000134288 英語 新日本語の中級：分冊 　      810     /S       /        

100009364 英語 新日本語の中級：分冊 　      810     /S       /        

100005487 英語 新日本語の中級：文法解説書 　      810     /S       /        

100005479 英語 新日本語の中級：文法解説書 　      810     /S       /        

000020693 フランス語 新日本語の基礎：分冊 　1      810     /S       /1       

000069757 フランス語 新日本語の基礎：分冊 　1      810     /S       /1       

000070011 フランス語 新日本語の基礎：分冊 　2      810     /S       /2       

000070003 フランス語 新日本語の基礎：分冊 　2      810     /S       /2       

000020255 フランス語 新日本語の基礎：文法解説書 　1      810     /S       /1       

000020263 フランス語 新日本語の基礎：文法解説書 　1      810     /S       /1       



しん　にほんご　の　きそ・ちゅうきゅう
資料番号 請求番号タイトル

000069898 フランス語 新日本語の基礎：文法解説書 　2      810     /S       /2       

000069906 フランス語 新日本語の基礎：文法解説書 　2      810     /S       /2       

000021907 スペイン語 新日本語の基礎：分冊 　2      810     /S       /2       

000020586 スペイン語 新日本語の基礎：分冊 　1      810     /S       /1       

000020578 スペイン語 新日本語の基礎：分冊 　1      810     /S       /1       

000021105 スペイン語 新日本語の基礎：分冊 　2      810     /S       /2       

000020214 スペイン語 新日本語の基礎：文法解説書 　1      810     /S       /1       

000020222 スペイン語 新日本語の基礎：文法解説書 　1      810     /S       /1       

000020818 スペイン語 新日本語の基礎：文法解説書 　2      810     /S       /2       

000020826 スペイン語 新日本語の基礎：文法解説書 　2      810     /S       /2       

000020362 スペイン語 新日本語の基礎：漢字練習帳 　1      810     /S       /1       

000020651 ポルトガル語 新日本語の基礎：分冊 　1      810     /S       /1       

000020644 ポルトガル語 新日本語の基礎：分冊 　1      810     /S       /1       

000069732 ポルトガル語 新日本語の基礎：分冊 　1      810     /S       /1       

000021170 ポルトガル語 新日本語の基礎：分冊 　2      810     /S       /2       

000021162 ポルトガル語 新日本語の基礎：分冊 　2      810     /S       /2       

000069658 ポルトガル語 新日本語の基礎：文法解説書 　1      810     /S       /1       

000020289 ポルトガル語 新日本語の基礎：文法解説書 　1      810     /S       /1       

000020859 ポルトガル語 新日本語の基礎：文法解説書 　2      810     /S       /2       

000069864 ポルトガル語 新日本語の基礎：文法解説書 　2      810     /S       /2       



しん　にほんご　の　きそ・ちゅうきゅう
資料番号 請求番号タイトル

000128025 ポルトガル語 新日本語の基礎：かな練習帳      810     /S       /       

000020370 ポルトガル語 新日本語の基礎：漢字練習帳 　1      810     /S       /1       

000020669 ロシア語 新日本語の基礎：分冊 　1      810     /S       /1       

000069989 ロシア語 新日本語の基礎：分冊 　2      810     /S       /2       

000020305 ロシア語 新日本語の基礎：文法解説書 　1      810     /S       /1       

000020297 ロシア語 新日本語の基礎：文法解説書 　1      810     /S       /1       

000069880 ロシア語 新日本語の基礎：文法解説書 　2      810     /S       /2       

000069872 ロシア語 新日本語の基礎：文法解説書 　2      810     /S       /2       

000020628 中国語 新日本語の基礎：分冊 　1      810     /S       /1       

000020610 中国語 新日本語の基礎：分冊 　1      810     /S       /1       

100003342 中国語 新日本語の基礎：分冊 　2      810     /S       /2       

000021139 中国語 新日本語の基礎：分冊 　2      810     /S       /2       

000140269 中国語 新日本語の基礎：文法解説書 　1      810     /S       /1       

000140277 中国語 新日本語の基礎：文法解説書 　1      810     /S       /1       

000140285 中国語 新日本語の基礎：文法解説書 　2      810     /S       /2       

000140293 中国語 新日本語の基礎：文法解説書 　2      810     /S       /2       

100009349 中国語 新日本語の中級：分冊 　      810     /S       /        

000134296 中国語 新日本語の中級：分冊 　      810     /S       /        

100009331 中国語 新日本語の中級：分冊 　      810     /S       /        



しん　にほんご　の　きそ・ちゅうきゅう
資料番号 請求番号タイトル

100003359 韓国語 新日本語の基礎：分冊 　1      810     /S       /1       

000020594 韓国語 新日本語の基礎：分冊 　1      810     /S       /1       

000021113 韓国語 新日本語の基礎：分冊 　2      810     /S       /2       

000020230 韓国語 新日本語の基礎：文法解説書 　1      810     /S       /1       

100002377 韓国語 新日本語の基礎：文法解説書 　1      810     /S       /1       

100002161 韓国語 新日本語の基礎：文法解説書 　2      810     /S       /2       

100007764 韓国語 新日本語の中級：分冊 　      810     /S       /        

100009372 韓国語 新日本語の中級：分冊 　      810     /S       /        

100009380 韓国語 新日本語の中級：分冊 　      810     /S       /        

000020685 ベトナム語 新日本語の基礎：分冊 　1      810     /S       /1       

000069765 ベトナム語 新日本語の基礎：分冊 　1      810     /S       /1       

000070037 ベトナム語 新日本語の基礎：分冊 　2      810     /S       /2       

000070029 ベトナム語 新日本語の基礎：分冊 　2      810     /S       /2       

100005370 ベトナム語 新日本語の基礎：文法解説書 　1      810     /S       /1       

100005388 ベトナム語 新日本語の基礎：文法解説書 　1      810     /S       /1       

100005396 ベトナム語 新日本語の基礎：文法解説書 　2      810     /S       /2       

100005404 ベトナム語 新日本語の基礎：文法解説書 　2      810     /S       /2       

000165217 ベトナム語 新日本語の中級：分冊 　      810     /S       /        

000165209 ベトナム語 新日本語の中級：文法解説書 　      810     /S       /        



しん　にほんご　の　きそ・ちゅうきゅう
資料番号 請求番号タイトル

000020537 タイ語 新日本語の基礎：分冊 　1      810     /S       /1       

000020545 タイ語 新日本語の基礎：分冊 　1      810     /S       /1       

000021055 タイ語 新日本語の基礎：分冊 　2      810     /S       /2       

000021063 タイ語 新日本語の基礎：分冊 　2      810     /S       /2       

100005420 タイ語 新日本語の基礎：文法解説書 　1      810     /S       /1       

000020172 タイ語 新日本語の基礎：文法解説書 　1      810     /S       /1       

000020784 タイ語 新日本語の基礎：文法解説書 　2      810     /S       /2       

000020776 タイ語 新日本語の基礎：文法解説書 　2      810     /S       /2       

000165233 タイ語 新日本語の中級：分冊 　      810     /S       /        

000165225 タイ語 新日本語の中級：文法解説書 　      810     /S       /        

000020560 インドネシア語 新日本語の基礎：分冊 　1      810     /S       /1       

000020552 インドネシア語 新日本語の基礎：分冊 　1      810     /S       /1       

000021089 インドネシア語 新日本語の基礎：分冊 　2      810     /S       /2       

000021071 インドネシア語 新日本語の基礎：分冊 　2      810     /S       /2       

000020206 インドネシア語 新日本語の基礎：文法解説書 　1      810     /S       /1       

000020198 インドネシア語 新日本語の基礎：文法解説書 　1      810     /S       /1       

000020792 インドネシア語 新日本語の基礎：文法解説書 　2      810     /S       /2       

000020800 インドネシア語 新日本語の基礎：文法解説書 　2      810     /S       /2       

000069781 ビルマ語 新日本語の基礎：分冊 　1      810     /S       /1       

000070052 ビルマ語 新日本語の基礎：分冊 　2      810     /S       /2       


