
イラストで覚える生産現場の英語 

出版案内

2017年12月1日現在

◆全国主要書店、オンライン書店でお買い求めください。品切れの場合は書店でご
　注文が可能です。
◆すべての商品は小社ホームページhttp://bookclub.japantimes.co.jpに
　掲載しております。
◆定価はすべて本体価格です（価格には別途消費税が加算されます）。

株式会社ジャパンタイムズ 出版営業部
〒108-0023　東京都港区芝浦 4-5-4  TEL.03-3453-2013  FAX.03-3453-8023

商品のご購入について

ジャパンタイムズ 編　1,500円
▶ 日本の女性のリアルな生活を丸ごと英語にしたフレーズ集。
友達や同僚との何気ない会話やSNSでの「ちょっと一言」
に使える英文が満載です。

ビジネスエキスパートEnglish

現地スタッフに伝えたいノウハウとルール

中田 京子 著　1,800円

松崎 久純 著　2,000円

塚本 俊 &小坂 貴志 著　1,800円

有元 美津世 著　2,400円
▶オンラインツールを活用したソー活、電話・ビデオ面接や大学院・大学研究職の
面接の注意点、実際の面接で聞かれる100問以上の質問とその回答例を網羅。

新 面接の英語

CD ※『メール』を除く

電話／ミーティング／メール／海外出張／プレゼン
ビジネス Quick English

ジャパンタイムズ 編／デイビッド・セイン 著　1,500円～1,600円

小坂 貴志 &ヒース・ローズ 著　1,700円
▶ビジネス英語を基本からおさえる場面別の表現集＆解説集。シリーズ累計8万部
超。デスクに置いて現場でどんどん使ってみると上達が早いと好評です！

オフィス英語 All in One

TOEIC®テスト プラチナ講義
英文法 　 ／リーディング
リスニング
TOEIC®  L&Rテスト
これだけは解く! プラチナ問題集

TOEIC®テスト 新形式精選模試
リスニング     ／リーディング

濵﨑 潤之輔 監修／ジャパンタイムズ & ロゴポート 編　1,800～1,900円
▶カリスマ講師HUMMERの救済プログラムで全パートの基礎力を養う好評プラチ
ナシリーズ！

中村 紳一郎& Susan Anderton 監修
リスニング 加藤 優・野村 知也・小林 美和・Bradley Towle 著
リーディング 加藤 優・野村 知也・Paul McConnell 著
各 1,900円
▶ 本番で予想されるあらゆるタイプの問題を完全網羅した〈公式〉
超えの500問。スコアアップに直結する解答戦略と学習ポイン
トをアドバイスしたコラムも充実しています。

図解とキーワードで学ぶ金融英語

ITプロジェクトの英語

CD-ROM

毎日が楽しくなる
Happy英会話フレーズ

英語で楽しむ
シャーロック・ホームズの世界
諸兄 邦香 訳

パート別におぼえる
TOEIC® L&Rテスト
プラチナ即効ボキャブラリー
濵﨑 潤之輔 監修／ジャパンタイムズ & ロゴポート 編

英検®1級 リスニング問題
完全制覇
CEL英語ソリューションズ & ジャパンタイムズ 編

寝る前10分、読むだけで話せる！ 
ゼロからの英語音読
安河内 哲也 著

ネイティブイメージ英作文
安武内 ひろし 著

ネコも歩けば前置詞にあたる！
前置詞ソリューション
晴山 陽一 著

English for Instagram

／　 MP3
MP3

MP3

Prime1 女子のためのフレーズ
Prime2 電話のフレーズ
Prime3 メールのフレーズ
Prime4 会議のフレーズ／Prime5 敬語マスター!
Prime 1上野 陽子 著／Prime 2～5デイビッド・セイン 著 各 950円
▶ビジネスに必須のフレーズのみを厳選した初心者／中級者向けのフレーズ集。
iPhoneアプリとともに、どこでもちょっとした時間でしっかり学習できます。

ビジネス英語の新人研修 MP3

※『メール』は音声なし

MP3

MP3

MP3

MP3

MP3

※タイトルや仕様は変更になることがあります。

リスニング     ／リスニング     CD-ROM

中村 紳一郎・Susan Anderton・小林 美和 著
リスニング　2,000円／文法&語彙　1,800円／リーディング　2,000円
▶実際のTOEICよりも負荷をかけた練習問題によるスーパートレーニングで、新形
式問題にも余裕で対応できる！

TOEIC®テスト
990点  新・全方位
リスニング       ／文法&語彙
リーディング
リスニング       ／リスニング       CD-ROM

おすすめ商品ラインナップ

英語は７つの動詞で
こんなに話せる
有元 美津世 著　1,400円
▶ 誰もが中学で習う７つの基本動詞（be、get、do、have、
make、take、go）の使い方を厳選して紹介。７動詞をマスター
することで、本書に収録された470を超える英語表現を無理な
く覚えることができます。

TOEIC®® ビジネス

MP3

MP3

MP3

はじめてのTOEIC® L&Rテスト 
とれるとこだけ3週間
古澤 弘美 著／古澤 徹 執筆協力　1,800円

MP3

そのまま使える 基本のビジネス英語 
〈話す〉 　／〈書く〉
デイビッド・セイン 著　各1,600円

／〈話す〉 　MP3
▶初心者でも使いやすいシンプルな例文を満載したフレーズ集。「話
す」は、すべてのダイアローグ＆フレーズのネイティブ音声を完全収録。
「書く」はコピー＆ペーストできる英文を特設ウェブサイトで公開！

級 リスニング問題 CD-ROM

英会話フレーズ CD

CD

近 刊

デイビッド・セイン 著 
▶「英語ではストレートな言い方が好まれる」と思われがちですが、きちんとした
言葉づかいと礼儀正しい話し方ができなければ、相手を不愉快にさせてしまいます。
デキる大人なら身に付けたい「英語の敬語」のヒントを1冊にまとめました。

敬語の英語 完全版 MP3

CD
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ジャパンタイムズ 編　1,000円
▶ロイターのニュース音声とジャパンタイムズ紙より厳選された記事
に、全訳、語注、解説、練習問題、CD音源をつけました。隔月刊。
69号と70号はカズオ・イシグロさんのインタビューを収録。

ジャパンタイムズほか 編　1,150～ 1,700円
▶英検を知りつくしたベテラン執筆陣が過去問を分析し、最新の
出題傾向に沿った問題を用意しました。充実の練習問題＋１回分
の模擬テストで実力アップ !

NEWS DIGEST NEWS DIGEST CD

留学対策シリーズ
TOEFL®テストボキャブラリー＋例文 3

サンキュー
900

学問分野別TOEFL®テスト ビジュアル英単語
佐藤 誠司 & 小池 直己 著　2,200円
▶中学・高校レベルの基礎事項を解説＋アカデミック語彙4100収録。図解・
イラストで理解と記憶が深まる!

Anthony Allan 著／ 片岡 みい子 訳　2,600円
▶すべての問題タイプを網羅し、練習問題を豊富に収録。初め
て受験する人にも、スコアアップをめざす人にも役立つIELTS
総合対策書です。

新セルフスタディ
 IELTS 完全攻略完全攻略 CD

TOEFL iBTTM Testパーフェクト対策シリーズ 
同義語とあわせて覚える
TOEFL®テスト頻出英単語4000
内宮 慶一 & 西部 有司 著　2,400円

4000 CD

英検単熟語 5級・4級
3級～1級EX
ジャパンタイムズ & ロゴポートほか 編　1,100～ 1,800円

級 CD

英検なぞって覚える単熟語 5級・4級
英検語彙問題 完全制覇 準1級・1級
英検英作文問題 完全制覇 準1級・1級

ジャパンタイムズ 編　700円／800円

ジャパンタイムズ & ロゴポート 編　1,800円／ 1,900円

ジャパンタイムズ & ロゴポート 編　1,900円／ 2,200円

英文校正会社が教える
英語論文のミス100／分野別強化編
エディテージ 著／熊沢 美穂子 訳　各2,000円
▶46万稿の校正実績を持つ英文校正会社エディテージが、基本的だけ
れど日本人研究者がおかしがちなミスを網羅。

西蔭 浩子 著  1,600～1,800円
▶英語が聴き取れない原因をリスニング専門医が解説。あなたの弱点
をつきとめ、豊富な練習問題でリスニングアレルギーを治療します。

藤澤 慶已 著　1,600円
▶人気ブログ「37歳からのTOEIC勉強法」で紹介され大好評。子音
に注目し、日本人がマスターしやすい発音方法を伝授します。

英語リスニングのお医者さん

オドロキモモノキ英語発音
子音がキマればうまくいく  

初診編　 ／  改訂新版　　  ／集中治療編　初診編　 ／CD 改訂新版　　  改訂新版　　  改訂新版 ／　　  ／CD 集中治療編　CD
出る順で最短合格シリーズ

刀祢 雅彦 著 　1,400円
▶「前置詞にも主語と目的語がある」という考えのもと、前置詞の働
きを通して、学校では教えてくれない英語のからくりを明らかに。

前置詞がわかれば
英語がわかる

ねこたんねこの英単語
ジャパンタイムズ 編　1,300円
▶アタマからしっぽまで、全ページねこづくし ! ねこ好きがねこに
ついて語りつくすための究極の「ねこ英語」学習書。愛くるしくて
たまらない写真をふんだんに掲載 !

アゴス・ジャパン 岡田 徹也＆松園 保則 著　2,900円
▶見出し語3900×例文3900×音声９時間の圧倒的ボリューム。留学先で使える
キャンパス・ボキャブラリー500語も収録 !

GMAT®重要単熟語
アゴス・ジャパン 中山 道生 著　3,200円

1回で絶対合格！
英検まるごと対策  5級～2級

英語で日本文化の本 The Japan Culture Book
三浦 史子 著／Alan Gleason 訳　2,000円
▶日本の文化について、一歩踏み込んで語るための「語学カルチャー本」。漫
画やアニメ、宗教、料理など、テーマ別に12章、159項目。英語でリアルに
自分の好きなものの話をしたい方、通訳ガイドをめざす方に最適。

RAWDON WYATT 著　2,500円
▶ベストセラーが日本語版で登場！ マッチング問題、穴埋め
問題などを解きながら、IELTSでよく出題される語彙を身に
つけられるIELTSボキャブラリーワークブックの決定版。

セルフスタディ
 IELTS 必須ボキャブラリー

MP3

TOEFL ITP®テスト
完全制覇
村川 久子 監修／SUNDAI GLOBAL CLUB 著　2,600円
▶500ページ超のボリュームに、駿台のノウハウを凝縮した究極の
総合対策本。TOEFL ITPテストは、これ1冊で一気にスコアアップ!

MP3

MP3

MP3

回で絶対合格！
英検まるごと対策  

CD

MP3

MP3

MP3

ジャパンタイムズ 編　1,600円
▶辞書なしで読める、時事英語の決定版！ ジャパンタイムズ紙より、国内外の重要テーマ
を論じた社説を注釈・全訳・音声つきで厳選収録。年2回刊。

社説集社説集 CD

CD
ジャパンタイムズ 編　700円
▶感動のオバマ広島スピーチに加え、ケネディの平和演説、トルーマンの広島原爆
投下声明まで、歴史の転換点となった名演説を振り返ります。

核なき世界へ 米大統領演説集
NEWS DIGEST臨時増刊号

子音がキマればうまくいく  CD-ROM

ジェームス・M・バーダマン 著／硲 允 & 千田 智美 訳　1,800円
▶英語で読んで、聞いて、復唱して歴史を学び直す！英語本文が左ページ、日本
語訳が右ページの見開きで展開。歴史について英語で説明する際に必要となる、
相手に伝わりやすいシンプルな英語表現が身につきます。

ジェームス・M・バーダマン 著／小川 貴宏 訳　1,800円

シンプルな英語で話すアメリカ史

シンプルな英語で話す日本史 CD-ROM

よりぬき 英語で読む
日本昔ばなし／世界昔ばなし

英語で読む CD

ベンジャミン・ウッドワード 編　各 1,200円
▶おなじみの昔ばなしをやさしい英語で紹介したロングセラー
のよりぬき版。人気作品を「日本」と「世界」の1冊ずつに凝縮し、
挿絵もあらたに生まれ変わりました。

L・M・モンゴメリ 英文／松本 侑子 対訳・解説・写真　1,900円
▶モンゴメリのオリジナル英文から厳選した感動的な名場面
77シーンに、アン・シリーズ翻訳者によるわかりやすい対訳、
単語の意味、文法解説をつけました。

英語で楽しむ赤毛のアン CD

IELTS・TOEFL®・GMAT®® 英 検® リスニング・発音

ニュース英語

語彙・文法

ライティング

英語で読む・話すシリーズ

日本紹介

江口 裕之 & ダニエル・ドゥーマス 著　2,100円
▶ 地理、歴史から宗教、家族問題、最新のポップカルチャー
まで、あらゆる角度から英語で日本を説明するための本。日
本を紹介したい方すべてが活用できるよう、平易な英語で書
かれています。

英語で語る日本事情
2020 CD-ROM



ジャパンタイムズ 編　1,000円
▶ロイターのニュース音声とジャパンタイムズ紙より厳選された記事
に、全訳、語注、解説、練習問題、CD音源をつけました。隔月刊。
69号と70号はカズオ・イシグロさんのインタビューを収録。

ジャパンタイムズほか 編　1,150～ 1,700円
▶英検を知りつくしたベテラン執筆陣が過去問を分析し、最新の
出題傾向に沿った問題を用意しました。充実の練習問題＋１回分
の模擬テストで実力アップ !

NEWS DIGEST NEWS DIGEST CD

留学対策シリーズ
TOEFL®テストボキャブラリー＋例文 3

サンキュー
900

学問分野別TOEFL®テスト ビジュアル英単語
佐藤 誠司 & 小池 直己 著　2,200円
▶中学・高校レベルの基礎事項を解説＋アカデミック語彙4100収録。図解・
イラストで理解と記憶が深まる!

Anthony Allan 著／ 片岡 みい子 訳　2,600円
▶すべての問題タイプを網羅し、練習問題を豊富に収録。初め
て受験する人にも、スコアアップをめざす人にも役立つIELTS
総合対策書です。

新セルフスタディ
 IELTS 完全攻略完全攻略 CD

TOEFL iBTTM Testパーフェクト対策シリーズ 
同義語とあわせて覚える
TOEFL®テスト頻出英単語4000
内宮 慶一 & 西部 有司 著　2,400円

4000 CD

英検単熟語 5級・4級
3級～1級EX
ジャパンタイムズ & ロゴポートほか 編　1,100～ 1,800円

級 CD

英検なぞって覚える単熟語 5級・4級
英検語彙問題 完全制覇 準1級・1級
英検英作文問題 完全制覇 準1級・1級

ジャパンタイムズ 編　700円／800円

ジャパンタイムズ & ロゴポート 編　1,800円／ 1,900円

ジャパンタイムズ & ロゴポート 編　1,900円／ 2,200円

英文校正会社が教える
英語論文のミス100／分野別強化編
エディテージ 著／熊沢 美穂子 訳　各2,000円
▶46万稿の校正実績を持つ英文校正会社エディテージが、基本的だけ
れど日本人研究者がおかしがちなミスを網羅。

西蔭 浩子 著  1,600～1,800円
▶英語が聴き取れない原因をリスニング専門医が解説。あなたの弱点
をつきとめ、豊富な練習問題でリスニングアレルギーを治療します。

藤澤 慶已 著　1,600円
▶人気ブログ「37歳からのTOEIC勉強法」で紹介され大好評。子音
に注目し、日本人がマスターしやすい発音方法を伝授します。

英語リスニングのお医者さん

オドロキモモノキ英語発音
子音がキマればうまくいく  

初診編　 ／  改訂新版　　  ／集中治療編　初診編　 ／CD 改訂新版　　  改訂新版　　  改訂新版 ／　　  ／CD 集中治療編　CD
出る順で最短合格シリーズ

刀祢 雅彦 著 　1,400円
▶「前置詞にも主語と目的語がある」という考えのもと、前置詞の働
きを通して、学校では教えてくれない英語のからくりを明らかに。

前置詞がわかれば
英語がわかる

ねこたんねこの英単語
ジャパンタイムズ 編　1,300円
▶アタマからしっぽまで、全ページねこづくし ! ねこ好きがねこに
ついて語りつくすための究極の「ねこ英語」学習書。愛くるしくて
たまらない写真をふんだんに掲載 !

アゴス・ジャパン 岡田 徹也＆松園 保則 著　2,900円
▶見出し語3900×例文3900×音声９時間の圧倒的ボリューム。留学先で使える
キャンパス・ボキャブラリー500語も収録 !

GMAT®重要単熟語
アゴス・ジャパン 中山 道生 著　3,200円

1回で絶対合格！
英検まるごと対策  5級～2級

英語で日本文化の本 The Japan Culture Book
三浦 史子 著／Alan Gleason 訳　2,000円
▶日本の文化について、一歩踏み込んで語るための「語学カルチャー本」。漫
画やアニメ、宗教、料理など、テーマ別に12章、159項目。英語でリアルに
自分の好きなものの話をしたい方、通訳ガイドをめざす方に最適。

RAWDON WYATT 著　2,500円
▶ベストセラーが日本語版で登場！ マッチング問題、穴埋め
問題などを解きながら、IELTSでよく出題される語彙を身に
つけられるIELTSボキャブラリーワークブックの決定版。

セルフスタディ
 IELTS 必須ボキャブラリー

MP3

TOEFL ITP®テスト
完全制覇
村川 久子 監修／SUNDAI GLOBAL CLUB 著　2,600円
▶500ページ超のボリュームに、駿台のノウハウを凝縮した究極の
総合対策本。TOEFL ITPテストは、これ1冊で一気にスコアアップ!

MP3

MP3

MP3

回で絶対合格！
英検まるごと対策  

CD

MP3

MP3

MP3

ジャパンタイムズ 編　1,600円
▶辞書なしで読める、時事英語の決定版！ ジャパンタイムズ紙より、国内外の重要テーマ
を論じた社説を注釈・全訳・音声つきで厳選収録。年2回刊。

社説集社説集 CD

CD
ジャパンタイムズ 編　700円
▶感動のオバマ広島スピーチに加え、ケネディの平和演説、トルーマンの広島原爆
投下声明まで、歴史の転換点となった名演説を振り返ります。

核なき世界へ 米大統領演説集
NEWS DIGEST臨時増刊号

子音がキマればうまくいく  CD-ROM

ジェームス・M・バーダマン 著／硲 允 & 千田 智美 訳　1,800円
▶英語で読んで、聞いて、復唱して歴史を学び直す！英語本文が左ページ、日本
語訳が右ページの見開きで展開。歴史について英語で説明する際に必要となる、
相手に伝わりやすいシンプルな英語表現が身につきます。

ジェームス・M・バーダマン 著／小川 貴宏 訳　1,800円

シンプルな英語で話すアメリカ史

シンプルな英語で話す日本史 CD-ROM

よりぬき 英語で読む
日本昔ばなし／世界昔ばなし

英語で読む CD

ベンジャミン・ウッドワード 編　各 1,200円
▶おなじみの昔ばなしをやさしい英語で紹介したロングセラー
のよりぬき版。人気作品を「日本」と「世界」の1冊ずつに凝縮し、
挿絵もあらたに生まれ変わりました。

L・M・モンゴメリ 英文／松本 侑子 対訳・解説・写真　1,900円
▶モンゴメリのオリジナル英文から厳選した感動的な名場面
77シーンに、アン・シリーズ翻訳者によるわかりやすい対訳、
単語の意味、文法解説をつけました。

英語で楽しむ赤毛のアン CD

IELTS・TOEFL®・GMAT®® 英 検® リスニング・発音

ニュース英語

語彙・文法

ライティング

英語で読む・話すシリーズ

日本紹介

江口 裕之 & ダニエル・ドゥーマス 著　2,100円
▶ 地理、歴史から宗教、家族問題、最新のポップカルチャー
まで、あらゆる角度から英語で日本を説明するための本。日
本を紹介したい方すべてが活用できるよう、平易な英語で書
かれています。

英語で語る日本事情
2020 CD-ROM


