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No. 書            名 出版社 備考 

英語教材 

5116 シニアのアクティブ英会話 マクミラン・ランゲージハウス  

5117 １から出直し英語 BOOK 成美堂  

5098 American Headway１ オックスフォード社  

5099 American Headway２ オックスフォード社  

5101 American Headway５ オックスフォード社  

その他外国語教材 

5276 2 冊めの中国語 白水社  

5268 中国語の初級トレーニング 三修社  

5279 カフェ・フランセ 朝日出版社  

5272 ANFANG（アンファング） 第三書房  

5283 ニューエクスプレス ロシア語 白水社  



シニアのアクティブ英会話 
 

  

著者：Shari J Berman 

出版社：マクミランランゲージハウス 

発行：2012 年 

シニアの学習者のための教材 

中学校で学んだ文法を復習しながら、生きた英語

を身に付け、コミュニケーション力の向上を目指しま

す。シニアに親しみやすいストーリーと楽しいアクテ

ィビティーが盛り込まれており、自習用教材としても

好適です。 



１から出直し書き込み式英語 BOOK 
 

 
  著者：井口紀子 

出版社：成美堂 
発行：2013 年 

英語学習を１から出直し！ 

「学校での英語の授業は好きではなかったけれ

ど、英語には興味がある」という人や、「英語の本

を読んだり CD を聞いたりしているのだけれど、思

うように上達しない」という人が、1 から出直して

英語を学習するために書かれたものです。この本で

は、英語の基礎である重要な文法事項を簡潔に説明

し、説明した内容をそのまま使うことのできる練習

問題を多数掲載することによって、読む人が自分の

理解度を確認しながら英語のルールをマスターで

きるようになっています。 



American Headway 1 
 

  著者：Liz Soars /John Soars  

出版社：Oxford University Press 

発行：2010 年～2012 年 

世界的ベストセラーHeadway シリーズ

のアメリカ英語版 
 

世界的ベストセラー Headway シリーズのアメリ

カ英語版テスト用コンポーネントやオンライン・リソ

ースなど、新しいコンテンツが満載の人気コースブッ

クです。 

 新 Student Practice Multi-ROM では、インタラク

ティブな文法、語彙、ライティング、リスニング練習

が可能です。新 Teacher Resource Center では、教室

で必要な全てのリソースをオンライン上でダウンロー

ドできます。 



2 冊目の中国語 
 

  

著者：劉穎／柴森／小澤正人 

出版社：白水社 

発行：2012 年 

英基礎を終えた人が徐々にレベル 

アップできるテキスト 
 

全部で 12 課あり、各課は「中国人に出会った

時に話題になりそうな内容の本文」「キーポイン

ト」「練習問題（２ページ）」の 4 ページ構成です。

中国や日本での生活に基づいた題材や表現を選

んであるので、学習者は「読む」力をつけるだけ

でなく、自分の身近な話題を中国人に「話す」力

も身につけることができる教材です。 

 



中国語の初級トレーニング 
 

  

著者：西川優子 

出版社：三修社 

発行：2006 年 

少ない時間数での基礎力養成に最適 

少ない授業時間数で発音、語彙、基本文法を身に

つけることを徹底追及した初級教材です。各課ポイ

ント説明の後、A・B・C三段階のトレーニングに取

り組む構成をとりました。全 12 課、巻末には切り

取り式のチェックテスト７回分付です。本書は『チ

ャイニーズランド 〜目耳口と手で学ぶ中国語』を

CD 添付の上、改訂改編しています。 

 



カフェ・フランセ 
 

  

著者：ニコラ・ガイヤール外 4 名 

出版社：朝日出版社 
発行：2010 年 

自然な会話力アップ！ 
 

日本文化に関心をもつドニはパーティーで日

本人留学生マリと出会います。チャーミングなマ

リに胸ときめくドニですが、はたしてマリの心は

…?パリを舞台に繰り広げられる二人のストーリ

ー、それらを全 15 課にまとめました。二人の会

話表現はどれもコミュニケーションにすぐに役

立つ、自然なものばかり。アクティヴィテは量も

十分、会話力アップにつながるように工夫されて

います。全課、楽しいイラスト入りです。 



アンファング 
 

  

著者：矢羽々崇／フランク・リースナー 

出版社：第三書房 
発行：2014 年 

旅行気分で学習できる！ 
 

ドイツの 14 の都市を旅しながら、ドイツ語を

読み、聞き、話し、書いて学びます。 

ベルリン・ミュンヘンはもとよりフランクフ

ルトやデュッセルドルフのような経済都市、中

世や古代ローマからの歴史を誇る世界遺産の街

などを取り上げ、ドイツの魅力が満載です。各

課は会話テキストと暗記用例文、文法、聞き取

り練習、短い読み物と街コラムで構成されてい

ます。「読む」「聞く」「話す」「書く」 実践的な

練習を重視し、並行して文法の知識も身につき

ます。 

 



ニューエクスプレス ロシア語 
 

 

著者：黒田龍之助 

出版社：白水社 
発行：2007 年 

見やすい・わかりやすい・使いやすい!  

会話から文法へ─はじめての入門書決定版！ 
 

ロシア語は文字が変だし格変化があって難しそう...?い

いえ、この本なら大丈夫! 最初にことばの特徴や歴史を、次

に発音のコツと骨組をやさしく解説してくれます。各課 4ペ

ージ立て全 20 課見開き 2 ページにやさしい会話・訳・単語

が、次の 2 ページの文法説明は‘ここがポイント!’ですっ

きり納得できます。練習問題は 2課ごとに 2ページで‘親切

ヒント!’付き！解答はその場で確認でき、聞き取りの練習

も、もりだくさんです。 

 



TOEIC カタログ一覧 

No. タイトル(Title) 著者(Authour/Illstrator) 出版社(Publisher) 

5450 【新形式問題対応】これだけ！TOEIC TEST パート 3 速攻対策！

【音声ダウンロードサービス付】 

赤井田拓弥 

Jeffrey M. Bruce 

あさ出版 

5449 【新形式問題対応】これだけ！TOEIC TEST パート 4 速攻対策！

【音声ダウンロードサービス付】 

赤井田拓弥 

Jeffrey M. Bruce 

あさ出版 

5445 【新形式問題対応】これだけ！TOEIC TEST パート 7 速攻対策！

【音声ダウンロードサービス付】 

赤井田拓弥 

Jeffrey M. Bruce 

あさ出版 

5448 【新形式問題対応】これだけ！TOEIC TEST 全パート完全攻略！

【CD 付】 

赤井田拓弥 

Jeffrey M. Bruce 

あさ出版 

5446 TOEIC(R)テスト学習スタートブック 全パート試験に出るトコ編

(JMOOK) 

長田いづみ 

冨田三穂 

成重寿 

テッド寺倉 

大里秀介 

リサーチ出版 

5447 TOEIC(R)TEST 全パートまるごとスピードマスター 成重 寿  

松本 恵美子 

リサーチ出版 

5452 TOEIC テスト公式プラクティス リスニング編 Educational Testing Service 

 

国際ビジネスコミュニ

ケーション協会 

5451 

 

TOEIC テスト公式プラクティス リーディング編 Educational Testing Service 国際ビジネスコミュニ

ケーション協会 

5453 TOEIC テスト公式問題集 新形式問題対応編 Educational Testing Service 国際ビジネスコミュニ

ケーション協会 



TOEIC カタログ一覧 

 

 

No. タイトル(Title) 著者(Authour/Illstrator) 出版社(Publisher) 

5634 世界一わかりやすい TOEIC テストの授業 Part1-4 リスニング 関正生 KADOKAWA 

5636 世界一わかりやすい TOEIC テストの授業 Part5&Part6 文法 関正生 KADOKAWA 

5637 世界一わかりやすい TOEIC テストの授業 Part7 読解 関正生 KADOKAWA 

5639 公式 TOEIC Listeing&Reading 問題集 1 Educational Testing Service 国際ビジネスコミュニ

ケーション協会 

5640 公式 TOEIC Listening&Reading 問題集 2 Educational Testing Service 国際ビジネスコミュニ

ケーション協会 

5641 TOEIC Bridge 公式ガイド&問題集 Educational Testing Service 国際ビジネスコミュニ

ケーション協会 

5638 TOEIC テストに必要な文法・単語・熟語が同時に身につく本 澤泰人 

西田大 

かんき出版 

5772 CD-ROM 付 2 カ月で攻略 TOEIC（C)L&R テスト７３０点！

（残り日数逆算シリーズ） 

横本勝也 

早川幸治 

アルク 

 

5771 CD-ROM 付 3 週間で攻略 TOEIC（C)L&R テスト７３０点！

（残り日数逆算シリーズ） 

小山克明 

姜英徹 

アルク 

 

5774 TOEIC（R) TEST８００点突破リスニング問題集 松本恵美子 ジェイ・リサーチ出版 

5773 TOEIC（R) TEST８００点突破リーディング問題集 成重寿 

Vicki Glass 

ジェイ・リサーチ出版 
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