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No.2018-541 

にほんご多読ブックスは、日本語学習者向けに編集された「読み物シリーズ」です。 
6段階のレベルがあり、初学者から中上級者まで、無理なく読み進めることができます。 

レベルごとに、言葉や文法が制限されているので、やさしいレベル
から順番に読む体験ができます。下記のNPO多言語多読のサイト
から1期の朗読音声が無料ダウンロード可能です。2期音声も追加
されます。 
＜アドレス：http://tadoku.org/learners/book_ja/mp3downloads＞ 
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田舎のネズミと町のネズミ（第１期） 
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老人の町（第１期） 

屋久島（第１期） 屁っこき嫁（第１期） 

私はだれでしょう？（第２期） 
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よだかの星（第１期） 

おもしろい！日本のトイレ（第２期） 梨とり兄弟（第１期） 

きょうだい～明と由香の一年～（第２期） ばかオンダル～「三国史記」より～（第１期） 

ニホンザル（第２期） 日本の神話～海幸山幸～（第１期） 

「キツネとカラス」「ネズミの相談」（第２期） 大男の話（第１期） 

ロボットD太 「はじめまして」「いただきます」（第２期） 天狗の鼻（第１期） 
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船（第１期） 五兵衛と津波（第１期） 

招き猫（第１期） 
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広島・宮島（第１期） 

ロボットD太 「日記」（第２期） 羅生門/トロッコ（第１期） 

日本の行事（第２期） 女王 卑弥呼（第１期） 

南の島のタクシー（第２期） 
中国の悲しい恋物語 
～「孟姜女」「梁山伯と祝英台」～（第１期） 

みにくいアヒルの子（第２期） 奈良の大仏（第１期） 

どうして蚊は人の血を吸う？ 
－ベトナムの昔話－（第２期） 

赤毛クラブ（第１期） 
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サルとカニ（第１期） 信長・秀吉・家康（第１期） 

裸の王様（第１期） クリスマス・キャロル（第１期） 

赤ずきんちゃん（第１期） 京都（第１期） 

悪魔の散歩（第１期） おちくぼ物語（第１期） 

ジャックと豆の木（第１期） 落語（第１期） 

シンデレラ（第１期） 
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坂本龍馬（第１期） 

二人の恋人 他2話（第１期） 野口英世（第１期） 

ヘンゼルとグレーテル（第１期） 

第１期   
全34巻セット特価 

同時１アクセス(本体) 

¥49,775 

同時３アクセス(本体) 

¥149,325 

商品コード 

1018853682 

第２期   
全11巻揃価格 

同時１アクセス(本体) 

¥18,150 

同時３アクセス(本体) 

¥54,450 

商品コード 

1023699168 

監修：NPO多言語多読 

■にほんご多読ブックスシリーズ《第１･２期》【全45巻】 

各巻の詳細はお問い合わせください。 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160


● 表示価格は税抜きです。 2018年10月   ● タイトル末尾の(※)はダウンロード不可です。 

英語教育21世紀叢書シリーズ 

15冊揃価格 
同時１アクセス（本体） ¥78,375 

同時３アクセス（本体） ¥235,125 

13冊揃価格 
同時１アクセス（本体） ¥114,400 

同時３アクセス（本体） ¥343,200 

商品コード 1020252893 

3冊揃価格 
同時１アクセス（本体） ¥59,675 

同時３アクセス（本体） ¥179,025 

商品コード 1022296157 

大修館英語表現セレクション①  

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

和英表現辞典 松井 恵美 2003 9784469041644 ¥25,300  ¥75,900  1022296159 

英作文用法事典 1 望月 昭彦 1991 9784469041255 ¥16,500  ¥49,500  1022296160 

英作文用法事典 2 望月 昭彦 1994 9784469041286 ¥17,875 ¥53,625 1022296161 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

アクション・リサーチのすすめ ―新しい英語授業研究― （1） 佐野 正之 2000 9784469244533 ¥4,950 ¥14,850 1018710920 

コミュニケーションのための英文法 （2） 萩野 俊哉 2000 9784469244526 ¥4,950 ¥14,850 1018710922 

実践的コミュニケーションの指導 （3） 高橋 正夫 2001 9784469244601 ¥5,500 ¥16,500 1018710921 

英語授業改善のための処方箋 ―マクロに考えミクロに対処する― （4） 金谷 憲 2002 9784469244694 ¥4,950 ¥14,850 1018710923 

英語教師のための新しい評価法 （6） 松沢 伸二 2002 9784469244748 ¥6,600 ¥19,800 1018710924 

インターネットを活かした英語教育 （7） 杉本 卓 2002 9784469244724 ¥4,950 ¥14,850 1018710925 

英語テスト作成の達人マニュアル （8） 静 哲人 2002 9784469244717 ¥6,600 ¥19,800 1018710926 

英語力はどのように伸びてゆくか ―中学生の英語習得過程を追う― （10） 太田 洋 2003 9784469244823 ¥5,225 ¥15,675 1018710927 

「苦手」を「好き」に変える英語授業 ―アイディア集― （11） 瀧口 優 2003 9784469244830 ¥4,675 ¥14,025 1022296152 

英語教師のためのExcel活用法 （12） 清川 英男 2003 9784469244854 ¥4,950 ¥14,850 1022296151 

日本語を活かした英語授業のすすめ （13） 吉田 研作 2003 9784469244847 ¥4,675 ¥14,025 1022296150 

日本の英語教育200年 （14） 伊村 元道 2003 9784469244861 ¥6,600 ¥19,800 1022296149 

英語語彙の指導マニュアル （15） 望月 正道 2003 9784469244878 ¥5,500 ¥16,500 1022296148 

中学校英語授業指導と評価の実際 ―確かな学力をはぐくむ― （16） 杉本 義美 2006 9784469245158 ¥3,300 ¥9,900 1022296147 

英文法指導Q&A ―こんなふうに教えてみよう― （18） 萩野 俊哉 2008 9784469245356 ¥4,950 ¥14,850 1022296146 

英語教育学大系 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

大学英語教育学 ―その方向性と諸分野―（1） 森住 衛 2010 9784469142310 ¥8,800  ¥26,400  1020252896 

英語教育政策 ―世界の言語教育政策論をめぐって―（2） 矢野 安剛 2011 9784469142327 ¥8,800  ¥26,400  1020252897 

英語教育と文化 ―異文化間コミュニケーション能力の養成―（3） 塩沢 正 2010 9784469142334 ¥8,800  ¥26,400  1020252898 

21世紀のESP ―新しいESP理論の構築と実践―（4） 寺内 一 2010 9784469142341 ¥8,800  ¥26,400  1020252899 

第二言語習得 ―SLA研究と外国語教育―（5） 佐野 富士子 2011 9784469142358 ¥8,800  ¥26,400  1020252900 

成長する英語学習者 ―学習者要因と自律学習―（6） 小嶋 英夫 2010 9784469142365 ¥8,800  ¥26,400  1020252901 

英語教師の成長 ―求められる専門性―（7） 石田 雅近 2011 9784469142372 ¥8,800  ¥26,400  1020252902 

英語研究と英語教育 ―ことばの研究を教育に活かす―（8） 岡田 伸夫 2010 9784469142389 ¥8,800  ¥26,400  1020252903 

リスニングとスピーキングの理論と実践 ―効果的な授業を目指して―（9） 冨田 かおる 2011 9784469142396 ¥8,800  ¥26,400  1020252904 

リーディングとライティングの理論と実践 ―英語を主体的に「読む」・「書く」―（10） 木村 博是 2010 9784469142402 ¥8,800  ¥26,400  1020252905 

英語授業デザイン ―学習空間づくりの教授法と実践―（11） 山岸 信義 2010 9784469142419 ¥8,800  ¥26,400  1020252906 

英語教育におけるメディア利用 ―CALLからNBLTまで―（12） 見上 晃 2011 9784469142426 ¥8,800  ¥26,400  1020252907 

テスティングと評価 ―4技能の測定から大学入試まで―（13） 石川 祥一 2011 9784469142433 ¥8,800  ¥26,400  1020252908 



● 表示価格は税抜きです。 2018年10月 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

保健体育教師になろう! ―不安に応える現役教師からのアドバイス― 伊藤 博子 2014 9784469267563 ¥4,125 ¥12,375 1019053053 

男子の性教育 ―柔らかな関係づくりのために― 村瀬 幸浩 2014 9784469267600 ¥4,125 ¥12,375 1019053054 

日本医家列伝 ―鑑真から多田富雄まで― 鈴木 昶 2013 9784469267457 ¥7,700 ¥23,100 1019053051 

スポーツモチベーション ―スポーツ行動の秘密に迫る!― 西田 保 2013 9784469267518 ¥6,050 ¥18,150 1019053052 

体育の教材を創る ―運動の面白さに誘い込む授業づくりを求めて― 岩田 靖 2012 9784469267280 ¥5,500 ¥16,500 1019053049 

体育授業のためのやさしい教授学 桑原 昭徳 2012 9784469267358 ¥4,125 ¥12,375 1019053050 

カウンターアタック ―返し技・反撃の戦略思考― 永井 洋一 2012 9784469267389 ¥4,125 ¥6,187 1016467375 

乳酸を使いこなすランニング 八田 秀雄 2011 9784469267259 ¥4,125 ¥12,375 1019053046 

バスケットボール物語 ―誕生と発展の系譜― 水谷 豊 2011 9784469267099 ¥4,675 ¥14,025 1019053047 

ランニングリテラシー ―走って読んで再発見!― ランニング学会 2011 9784469267211 ¥4,400 ¥13,200 1019053048 

生涯スポーツの理論と実際 ―豊かなスポーツライフを実現するために―改訂版 日下 裕弘 2010 9784469266986 ¥6,325 ¥18,975 1019053044 

スポーツ指導者のためのコンディショニングの基礎知識 山本 利春 2010 9784469267075 ¥4,125 ¥12,375 1019053045 

賢いスポーツ少年を育てる ―みずから考え行動できる子にするスポーツ教育― 永井 洋一 2010 9784469267044 ¥4,125 ¥6,187 1016467374 

体育の人間形成論 = Character building in school physical education 友添 秀則 2009 9784469266788 ¥8,800 ¥26,400 1019053043 

「気づき」で変わるミドルエイジの健康エクササイズ 武井 正子 2009 9784469266900 ¥4,400 ¥6,600 1016467369 

思春期の性 ―いま、何を、どう伝えるか― 岩室 紳也 2008 9784469266603 ¥4,400 ¥6,600 1016467363 

運動指導の心理学 ―運動学習とモチベーションからの接近―新版 杉原 隆 2008 9784469266733 ¥5,225 ¥7,837 1016467376 

きれいになれるランニング 牧野 仁 2008 9784469266719 ¥4,675 ¥14,025 1019053042 

スポーツルールの論理 守能 信次 2007 9784469266382 ¥4,675 ¥14,025 1019053041 

バレーボールのメンタルマネジメント ―精神的に強いチーム・選手になるために― 遠藤 俊郎 2007 9784469266252 ¥3,850 ¥5,775 1016467366 

元気をつくるシニアエイジの健康エクササイズ 武井 正子 2007 9784469265897 ¥4,675 ¥7,012 1016467368 

ベストプレイへのメンタルトレーニング ―心理的競技能力の診断と強化―改訂版 徳永 幹雄 2003 9784469265286 ¥4,125 ¥6,187 1016467365 

エイズ ―いま、何を、どう伝えるか― 岩室 紳也 1996 9784469263442 ¥3,300 ¥4,950 1016467364 

健康教育への招待 ―保健体育教師、養護教諭、学級担任のために― 高橋 浩之 1996 9784469263404 ¥4,400 ¥6,600 1016467371 

スポーツ産業論 松田 義幸 1996 9784469263329 ¥6,325 ¥9,487 1016467373 

私の信じたバスケットボール 吉井 四郎 1994 9784469262797 ¥9,900 ¥14,850 1016467380 

父親のための性教育入門 山本 直英 1993 9784469262469 ¥4,400 ¥6,600 1016467370 

運動処方の実際 ―適正運動量はこうして決める―6版（PH選書） 池上 晴夫 1992 9784469163216 ¥3,575 ¥5,362 1016467367 

これからの養護教諭 ―教育的視座からの提言― 森 昭三 1991 9784469262094 ¥4,125 ¥6,187 1016467372 

特殊戦法による攻防 （バスケットボール指導全書 3） 吉井 四郎 1989 9784469163681 ¥10,175 ¥15,262 1016467379 

基本戦法による攻防 （バスケットボール指導全書 2）  吉井 四郎 1987 9784469163674 ¥7,700 ¥11,550 1016467378 

コーチングの理論と実際 （バスケットボール指導全書 1） 吉井 四郎 1986 9784469163667 ¥7,700 ¥11,550 1016467377 

32冊揃価格 
同時１アクセス（本体） ¥169,950 

同時３アクセス（本体） ¥365,058 

スポーツ・体育教育関連タイトル 
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