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ロンドン、シドニーなど、有名な都市を舞台に
英会話の瞬発力を身につけられます！
各地の魅力的な表現や文化をネイティブスピ
ーカーがたっぷりお伝えします！
オンライン会議やコード決済といった最新の
言葉も英語で表現できるようになります！
学習者参加型のテキスト企画が登場。あな
たなりの表現をおたよりで教えてください！

大人気講師、遠山顕先生の講座が
今度は季刊ムックに！

■『中学生の基礎英語 レベル1』＆
   『レベル2』は新作放送が増えます！

■『中高生の基礎英語 in English』
 テキストはページ数が増えて
 内容が充実。

英語をもう一度、
学び直したい！

■ 月・火曜の「英会話」ではM&A直後の
 自動車メーカーを舞台にしたストーリーで、ビジネスの
 場に欠かせない表現力を磨きます。
 水曜は「英文メール」のコツを学びます。

■ 木・金曜の「インタビュー」では、様々な分野で活躍する
 ビジネスパーソンたちと柴田先生が対談します。相手との
 距離を縮める質問力や教養を身につけましょう。

■ 2022年度のテーマは「英単語」。
 大西先生の解説で、これまでボンヤリとしていた
 英単語がくっきりシャープに理解できます。

■ 講座内で、実際に声を出して練習。日本語に
 頼らずに「英語で英語を操る力」を養います。

※「中学生の基礎英語 レベル2」2022年4月号の誌面イメージです。

■ 中学生の基礎英語 レベル1
■ 中学生の基礎英語 レベル2
■ 中高生の基礎英語 in English
■ 小学生の基礎英語
■ 英会話タイムトライアル
■ ラジオ英会話

基礎からしっかり英語を学びたい
人へのおすすめラインナップ

サンプル
記事は
こちら▶

中学英語で
基礎からしっかり！

■ 英会話タイムトライアル
■ ラジオ英会話
■ ラジオビジネス英語
■ 杉田敏の現代ビジネス英語

ビジネスシーンでも
通用する英語を学びたい人への
おすすめラインナップ■ ラジオ英会話

■ 大西泰斗の英会話☆定番レシピ
■ 英会話タイムトライアル
■ エンジョイ・シンプル・イングリッシュ
■ 遠山顕の いつでも！ 英会話入門

もう一度英語を
学び直したい人への
おすすめラインナップ

もう一度ストーリーを聞いて、ふた
つ目の質問の答えを探し、内容の
理解を深めましょう。さらに、スト
ーリーを「耳コピ」してリピート
すればスピーキング力も

鍛えられます。

Second Listen
Stage Time

ひとつ目の質問の答えを探し
ながらストーリーを聞きましょ
う。おおまかな内容をつか
む、リスニング練習が

できます。

First
Listen

基本単語の持つイメージを解
説します。単語の本質的な使
い方が理解でき、「正しい場
面で」「適切に」使えるよ

うになります。

Feel English

各レッスンのスキットにおける聞
き取りのポイントを紹介してい
ます。ビジネスシーンを聞く前
に意識することで、聞き取
る力が高まります。

Listening
points

ビジネスシーンに出てくる単語
やフレーズの紹介です。おさ
えておきたい単語や表現

を紹介します。

Words
and 

Phrases

話の内容を英語で説明する「リテ
リング」に挑戦しましょう。First 
Listen・Second Listenの段階
を踏めば、無理なくリテリング
ができるような仕組みに

なっています。

Retelling 
Prep

スキット形式のビジネスシーンです。
すぐに使えるビジネス表現を多数盛
り込んでいます。ビジネスシーンの他
にも曜日によって英文メールやイ
ンタビューを扱うレッスンも

用意しています。

ビジネスシーン

テキストの巻末には、読解、音読、語
源マンガなど、講座を補完する内容
の連載を掲載しています。連載を
活用することで、英語力を全
方位から鍛えられます。

テキスト
連載企画

※「ラジオビジネス英語」2022年4月号の誌面イメージです。

サンプル
記事は
こちら▶※「ラジオ英会話」2022年4月号の誌面イメージです。

※ 表紙は変更になる場合がございます。

サンプル
記事は
こちら▶

※2021年度のテキストを購読された方からいただいた感想です。

『小学生の基礎英語』を英語が好きになりたくて始めま
した。いつも花音ちゃんがおかしなことを言うし、アイクと
池崎さんとの話がおもしろいので大笑いしています。（6
歳 小学1年生）

中学1年生のころから約3年間、基礎英語シリーズを毎
日楽しみながら、勉強してます！　おかげで学校の授業
がよく分かるようになりました。（15歳 中学3年生）

『中高生の基礎英語 in English』の最大の特徴であるオ
ールイングリッシュのおかげで、今までと違った新しい英
語の学び方ができるようになりました。英語を英語のま
ま理解することができるようになり、喜びが湧いてきまし
た。（14歳 中学2年生）

『中学生の基礎英語 レベル1』を勉強していたおかげで、
学校の英語のテストでは93点を取ることができました。ス
トーリーもとてもおもしろく、次の回はどんなふうになるの
だろうと先に読みすすめてしまいます。（12歳 中学1年生）

読者のみなさんからの声、
集めてみました。

※2021年度のテキストを購読された方からいただいた感想です。

昨年のstay home時から、会社の人に「ラジオ、オススメ
だよ」と聞いて、ラジオ生活が始まりました。知らなかった
ことがわかるようになる喜びを毎日のトレーニングで感
じています。（42歳 会社員）

仕事で英語のメールも読むことがあるため、『ラジオビジ
ネス英語』を始めました。内容は難しいのですが、少しず
つ慣れていけるようにがんばります。（45歳 会社員）

学術論文が読める英語力を身につけ、維持したいと
思い、『ラジオビジネス英語』を勉強しています。学習
内容が網羅されていて非常に続けやすいです。（23歳 
大学生）

読者のみなさんからの声、
集めてみました。

通勤時間にアプリで『ラジオ英会話』を1日6回繰り返し
聞いています。すっかり車通勤のおともになりました。年
収ＵＰにつなげたいと目論んでいます。（34歳 会社員）

※2021年度のテキストを購読された方からいただいた感想です。

自己啓発のために遠山顕先生の講座を勉強しています。
ダイアログはもちろん先生方のトークが興味深いので、
楽しく続けることができています。（23歳 会社員）

読者のみなさんからの声、
集めてみました。

コロナが落ち着いたらぜひアメリカ旅行してみたい！ そう
夢見ながら日 『々英会話タイムトライアル』を聞いていま
す。シンプルな表現が力になっています。（43歳 会社員）

ビジネスでも
英語を活用
したい！

Feel Englishで学んだ単語を使っ
て、英語を話すコーナーです。自
分で実際に英文を作り、声に
出すことで、発話力をアッ

プさせます。

Expressions
in Action

2022年度の
『ラジオ英会話』

はここが違う！

2022年度の
『ラジオ

ビジネス英語』
はここが違う！

2022年度の
『基礎英語』
シリーズ

はここが違う！

毎週友人と『ラジオ英会話』のテキストを使ってZOOM
で勉強しています。年齢を忘れて学生になったような気
分で、新しい発見もあり感謝しております。（74歳 無職）

『エンジョイ・シンプル・イングリッシュ』のショートスト
ーリーは、耳でも目でも楽しさやおどろきが倍増する感
覚です。日本文学のストーリーもあってうれしいです！
（58歳 主婦）

インターネットで！
アプリで！
いつでもどこでも聴ける

ＮＨＫ英語テキスト・ムックの２０２2年度ラインナップを速報！

主なリニューアルポイント

スピーキング力を
鍛えるなら
断然オススメ！

『遠山顕の英会話楽習』の放送は終了しましたが、
引き続き遠山先生から英語を学びたい方のために、
季刊ムック『遠山顕の いつでも！ 英会話入門』を刊行開始！
ムック『杉田敏の現代ビジネス英語』も継続です。

「どの講座よりもシンプルな英語で、自分の伝えたい表現を身につける」
というコンセプトはこれまでと変わらず、今年度は「世界の都市めぐり」をテーマに、

イギリス、オーストラリア、北米を訪れます。

『英会話タイムトライアル』
がリニューアル！

『基礎英語』シリーズ
監修 :松本茂 (東京国際大学教授 )



ビジネス英語
あなたへのおススメは…

グループ
中学英語
あなたへのおススメは…

グループ
学び直し
あなたへのおススメは…

グループ

ニョコがNHK語学テキス
トのお知らせや最新情報
をお届け！

Facebook 
NHKテキスト
/語学カフェ

NHKテキスト
公式LINE

語学テキストの試し読みや
連載企画のご紹介など、お
すすめトピックを配信！

https://nhktext.jp/teiki

楽しく英語が身につく！
小学生による小学生のための英語講座
「言ってみたいこと」を英語で言えるようになる講座
です。英語のキーフレーズをマンガで学ぶ「マンガ
スキット」や全国の小学生から寄せられた悩みや疑
問にお答えする「電話相談」など、楽しく学
べる企画が盛りだくさん。音声ダウンロード
付きでリスニング力もアップ。

放　送 月・水・金曜 午後6:35～6:45
再放送 火・木曜（月・水の再放送） 午後6:35～6:45
 土曜 午前6:00～6:30（3回分）
 日曜 午前8:00～8:30（3回分）　ほか

英語学習に
挑戦するのは初めて・
かなり久しぶりだ。

基礎的なところから
1つ1つ学びたい。

仕事や学校での
勉強・留学など、

実際に英語を必要とする
場面がある。

スマホ一台で一気に
学習することができれば
便利だと思う。

読む・聞く・話す・書くの
4つの技能を

バランスよく習得したい。

英語学習の中で
自分の苦手な分野が
はっきりしている。

「始めてみたいけれど、どのテキストを選べばよいかわからない…！」
そんなあなたに、読者の皆様からの声をもとにしたオリジナル学習チャート
＆学習マップを作成しました。あなたにぴったりのテキストが見つかるはず！

英語学習チャート＆英語学習マップ
NHK出版オリジナル

START !
YES NO

RADIO ラジオビジネス英語

MOOK 杉田敏の現代ビジネス英語

どんなニーズ・目的にも！

毎月14日発売／定価770円（本体700円）／B5判／音声DL付き／別売CD：なし／DLチケット非対応

英語がはじめての人も、読む・書く・聞く・
話すの4技能を楽しく身につけられる！
本多先生のわかりやすい丁寧な解説で、英語のしく
みや文法を楽しく学べます。日常会話でよく使われる
文法や表現についての解説に加え、自分で声に出す
練習や番組パートナーとの会話練習の時間も
設けているので、４技能を総合的に高める
ことができる講座です。

放　送 月～金曜 午前6:00～6:15
再放送 月～金曜 午後6:45～7:00
  午後9:00～9:15
 土曜 午後9:00～10:15（5回分）

毎月14日発売／定価550円（本体500円）／B5判／別売CD：価格1700円（本体1545円）／DLチケット対応

小学生の
基礎英語

中学生の基礎英語
レベル1

オールイングリッシュで学ぶ、実践的
英語講座！英語を英語のまま理解しよう
2021年度より実施の中学新学習指導要領に基づき、
ダイアログから解説まですべてを英語で行う「オールイ
ングリッシュ」の講座です。「英語を英語のまま理解す
る感覚」を楽しみながら、自分の意見を英語で言
えるようになることを目指しましょう。

放　送 月～金曜 午前6:30～6:45
再放送 月～金曜 午後7:15～7:30
  午後9:30～9:45

毎月14日発売／定価550円（本体500円）／B5判／別売CD：価格1700円（本体1545円）／DLチケット対応

中学英語の基礎固めをしながら、
理解力・表現力を伸ばす！
リスナーと講師・パートナーとの双方向的なコミュニ
ケーションを意識した講座で、読んだり聞いたりした
ことを「自分のことば」にして英語で説明できるよう
になることを目指します。１年のレッスンで、新課
程での中学文法の重要項目もすべて網羅。テ
キスト巻末には暗記用キーフレーズも。

放　送 月～金曜 午前6:15～6:30
再放送 月～金曜 午後7:00～7:15
  午後9:15～9:30
 土曜 午後10:15～11:30（5回分）

ラジオ第2
通年

ラジオ第2
通年

ラジオ第2
通年

土曜夜に
5日分を

まとめて放送！

毎月14日発売／定価550円（本体500円）／B5判／別売CD：価格1700円（本体1545円）／DLチケット対応

RADIO 中高生の基礎英語 in English

MOOK 遠山顕の いつでも！ 英会話入門

大西泰斗の
英会話☆定番レシピ

※1　ウェブ決済年額の場合
※2　中学生の基礎英語

 レベル1・2。３月1日より公開
※3　コンテンツは

過去放送分

英単語のイメージをつかんで、
「英語で英語を操る力」を身につける！
「わかる！楽しい！」と好評の大人気講座。2022年度は日常
会話で頻出する基本的な英単語の習得がテーマです。単語が
持つイメージやニュアンスをじっくり・ゆっくり解説。ネイテ
ィブスピーカーの語感をつかんでから、簡単なフレーズを
練習することで、日本語に頼らずに英語を話す力を身に
つけます。

放　送 月～金曜 午前6:45～7:00
再放送 月～金曜 午後0:25～0:40
  午後9:45～10:00
 日曜 午後4:30～5:45（5回分）

毎月14日発売／定価550円（本体500円）／A5判／別売CD：価格1700円（本体1545円）／DLチケット対応

ラジオ英会話

ラジオ第2
通年

ラジオ第2
通年

英文法と話す力を一気に身につける
トレーニング講座に大幅リニューアル！

2021年度後期に開講した本講座が、通年講座に生まれ変わりま
す。講座のテーマは「話すための英文法」。簡単な例文を繰り返
し発話するトレーニングを行い、適切な語順を体で覚えます。
『ラジオ英会話』と同時受講で、英会話力をさらにアップ！ 

2021年度『ラジオ英会話』の復習にもおすすめです。

放　送 月～木曜 午前11:10～11:20
再放送 月～木曜 午後11:20～11:30

毎月18日発売／定価580円（本体527円）／B5判／別売CDなし／DLチケット非対応

大西泰斗の英会話
☆定番レシピ

Eテレ
通年

講師 :百瀬美帆
（ 明海大学教授 ）

講師 :百瀬美帆
（ 明海大学教授 ）

英語がスラスラ口から出てくる！　
1日10分のトレーニング
2022年に 10周年を迎えるスピーキング特化型の人
気講座『英会話タイムトライアル』がリニューアル！
日常会話の定番表現やニューノーマルの時代に役立つ
新しい表現を練習します。1日10分、英会話
スクールさながらの特訓で
あなたの会話力もアップ。

放　送 月～金曜 午前8:30～8:40
再放送 月～金曜 午後0:15～0:25
 午後6:25～6:35 / 午後11:00～11:10
 土曜 午前7:00～7:50（5回分）

毎月14日発売／定価550円（本体500円）／A5判／別売CD：価格1700円（本体1545円）／DLチケット対応

英会話
タイムトライアル

ラジオ第2
通年

講師 :大西泰斗
（ 東洋学園大学教授 ）

講師 :スティーブ・ソレイシィ
（ 英会話コーチ ）

講師 :スティーブ・ソレイシィ
（ 英会話コーチ ）

「読めた」「聞けた」を体感！
辞書なしで英語を理解する
大量の英文を聞いたり読んだりすることで、大意をつかみながら物
語を味わう力を養います。ちょっと笑えて泣けるショート・ストーリー
から科学ものまで、曜日ごとに扱うストーリーのテーマが異なるので、
飽きずに楽しみながら英語学習を続けることができる講座です。
監修 :ダニエル・スチュワート (開成学園常勤講師）

放　送 月～金曜 午前9:10～9:15
再放送 月～金曜 午後0:55～1:00/午後4:25～4:30
午後11:10～11:15　土曜 午前9:05～9:30（5回分）
日曜 午後2:20～2:45、午後 9:30～9:55 （5回分）

毎月14日発売／定価580円（本体527円）／A5変型判／別売CDなし／DLチケット非対応

エンジョイ・シンプル・
イングリッシュ

ラジオ第2
通年

（後期再放送）

RADIO

中高生の基礎英語
in English

RADIO

RADIO

究極の目的は「英語で雑談」。最新トピックで
最高峰の英語力を身につける
世界の「いま」に迫る最新トピックを題材に、内容・
語彙ともに最高レベルの英語をお届け。英語力のみ
ならず、ビジネスシーンで必要な教養も習得すること
ができます。付属の音声ダウンロードには、
ビニェット（ミニドラマ）の英文と語句の音声
解説を収録。

3月・6月・9月・12月発売／定価1320円(本体1200円)／B5判／
音声DL付き／別売CDなし／DLチケット非対応

杉田敏の
現代ビジネス英語

MOOK

RADIO

RADIO TV

中学生の基礎英語
レベル2

RADIORADIO

※こちらの放送はありません。

遠山顕先生のファン必見！　
楽しい英語講座が帰ってきます(音声付き)
2021年10月で終了したNHK『遠山顕の英会話楽習』
の楽しい内容をそのままに、発音、聞き取り、書き取り
など充実のコンテンツや、歌のコーナー、英語クロスワ
ードも掲載。自分の好きなときに、いつでも遠山先
生の楽しいコンテンツが３時間以上の音声付きで
学べるお得な1冊になっています。

3月・6月・9月・12月発売／定価1210円(本体1100円)／B5判／
音声DL付き／別売CDなし／DLチケット非対応

遠山顕の いつでも！ 
英会話入門

MOOK

※こちらの放送はありません。

NHKテスト公式SNSはコチラ

売り切れや買い忘れの心配もなし！ 毎月の学習をもっと続けやすく！

書店店頭にて
「定期購読希望」とお申込みください。

NHK出版へのお申込みは

基本的な文法事項や
語彙力には自信がある。

実際のニュースや
トピックにふれながら
英語学習をしたい。

ポ
ケ
ッ
ト
語
学

あ
な
た
への
お
ス
ス
メ
は…

詳しくはこちら！

　　  スマホで
　サクサク学ぶなら
ポケット語学！

  1か月約899円※1で
ラジオ英会話 /ビジネス英語 /
基礎英語※2が学びホーダイ※3 ！

あなたに
ぴったりの
テキスト・
ムックは
どれだ!!

読者の声から生まれた！

英語力
測定テスト
2022

自分の
英語力を

チェックしたい
なら…

おすすめのグループがわかったら、2月14日から公開の
「英語力測定テスト」に挑戦！「中学英語編」「学び直
し編」※1「ビジネス英語編」※2の3種類のテストで、
おすすめのテキスト・ムックを診断します！

NHK出版  英語力測定テスト詳しくは で検索

※上のチャート・マップはNHK出版による目安です。
※『高校生からはじめる「現代英語」』・『知りたガールと学ボーイ』・『ラジオで！カムカムエヴリバディ』は2021年度をもって休刊となります。　※掲載している情報はすべて2022年1月末時点のものです。
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会話も、メールも、教養も。今日から
使える世界標準のビジネス英語
ウィズコロナ時代に信頼関係を築くためのコミュニケ
ーションスキル、相手への印象をよくする英文メール
の書き方、ビジネスの場ですぐに役立つ教養や 「質
問力」など、ビジネスを前に進めるための英語力
を多角的に鍛えます。

放　送 月～金曜 午前9:15～9:30
再放送 月～金曜 午後0:40～0:55
  午後11:20～11:35
 土曜 午前10:30～11:45（5回分）

毎月14日発売／定価550円（本体500円）／A5判／別売CD：価格1700円（本体1545円）／DLチケット対応

ラジオ
ビジネス英語

ラジオ第2
通年

RADIO
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定期購読受付中 !!

初
心
者
か
ら
上
級
者
ま
で
、
誰
で
も
学
び
始
め
ら
れ
る
！

講師 :居村啓子
（ 拓殖大学外国語学部准教授 ）
講師 :居村啓子
（ 拓殖大学外国語学部准教授 ）

講師 :大西泰斗
（ 東洋学園大学教授 ）

講師 :本多敏幸
（ 千代田区立九段中等教育学校教諭 ）

講師 :本多敏幸
（ 千代田区立九段中等教育学校講師 ）

土曜夜に
5日分を

まとめて放送！

講師 :中野達也
（ 駒沢女子大学教授 ）

講師 :中野達也
（ 駒沢女子大学教授 ）

講師 :柴田真一
（ 神田外語大学特任教授 ）
講師 :柴田真一
（ 神田外語大学特任教授 ）

著者 :杉田 敏
（ 昭和女子大学客員教授 ）
著者 :杉田 敏
（ 昭和女子大学客員教授 ）

英会話タイムトライアル
RADIO 中学生の基礎英語  レベル2

RADIO 中学生の基礎英語  レベル1

RADIO 小学生の基礎英語

RADIO

TV

RADIO ラジオ英会話

※1　３月14日公開予定
※2　4月1日公開予定

音声DL BOOK

音声DL BOOK

著者 :遠山 顕
（ COMUNICA, Inc. 代表 ）
著者 :遠山 顕
（ COMUNICA, Inc. 代表 ）


