
定期購読対象 テキスト 音声教材

週5日放送！ ビジネスに必要な英語が一気に身につくワンストップ講座
月・火曜のテーマは「ビジネス英会話」。実際のビジネスシーンですぐに使える、ワンランク
上の英語表現を習得します。水曜は「ビジネスメール」。日本人が作成しがちな“惜しいメー
ル”を添削する形式で、スマートなメールをつくるポイントを解説。木・金曜は「インタビュー」。
アフターコロナ、21世紀のスキルなど、旬なテーマで世界各国の識者と講師が対談。ビジ
ネスの場に欠かせない「教養」と「洗練された表現力」を身につけます。
講師：柴田真一（神田外語大学特任教授、同キャリア教育センター長）
4〜9月 新作 　 10〜3月　再2021年度4～9月
●月刊14日発売●定価550(500)円　
音声教材 別売CD2枚組・音声ダウンロードチケット対応

定期購読対象 テキスト 音声教材

中学英語の重要ポイントが、
この1年間でしっかり身につく！
中学で学ぶ文法事項の重要項目をすべて網羅した講座で、中学2～3年生から、学び直し
の大人まで活用できます。新学習指導要領をふまえて4技能を伸ばしながら、基本となる文
法力の地固めをはかります。目標は、身近な話題について自分から英語で積極的に発信でき
るようになること。学んだ知識を「使える」スキルにするための練習を重点的に行います。
講師：高田智子（明海大学教授）
通年新作 
●月刊14日発売●定価550(500)円
音声教材 別売CD2枚組・音声ダウンロードチケット対応

2021年度NHKテキスト 前期定期購読価格一覧表
ラジオまいにちドイツ語

旅するためのドイツ語テレビ

ラ
ジ
オ

　 月〜金 午前07:000〜07:15
再 月〜金 午後03:150〜03:30
再 翌週 月〜金 午前11:300〜11:45

Ｅ
テ
レ

　 月 午後11:300〜11:55
再 木 午前05:300〜05:55

定期購読対象 テキスト 音声教材

つまずき徹底克服。
今年こそドイツ語をマスター！
4〜9月 入門編（月～水）再2019年度4～9月
スッキリ！はじめてのドイツ語 講師：高橋亮介（上智大学教授）
10〜3月　初級編（月～水） 新作
スッキリ！はじめてのドイツ語2　講師：高橋亮介（上智大学教授）
応用編（木・金）
4〜6月 再2018年度10～3月
話して覚える とっさのドイツ語 講師：太田達也（南山大学教授）
7〜9月 再2020年1～3月
ウィーンの音楽家たち　講師：藤井明彦（早稲田大学教授）
10〜3月　新作  （詳細未定）
●月刊18日発売●定価580(527)円
音声教材 別売CD2枚組・音声ダウンロードチケット対応

定期購読対象 テキスト

旅もサッカーも、
ドイツ語を知ればもっと楽しい！

4〜9月 再2020年度10～3月
出演：JOY（タレント）
監修：草本晶（麗澤大学准教授）
10〜3月　新作  （詳細未定）
●月刊18日発売●定価660(600)円

Ｅ
テ
レ

　 火 午後11:300〜11:55
再 翌週火 午前06:000〜06:25

旅するためのスペイン語テレビ

ラジオまいにちスペイン語

ラ
ジ
オ

　 月〜金 午前07:150〜07:30
再 月〜金 午後02:450〜03:00
再 翌週 月〜金 午前11:450〜午後0:00

Ｅ
テ
レ

　 水 午後11:300〜11:55
再 翌週水 午前06:000〜06:25

ラジオまいにちイタリア語

旅するためのイタリア語テレビ

ラ
ジ
オ

　 月〜金 午前07:450〜08:00
再 月〜金 午後04:450〜05:00
再 翌週 月〜金 午前11:150〜11:30

Ｅ
テ
レ

　 木 午後11:300〜11:55
再 翌週月 午前06:000〜06:25

旅するためのフランス語テレビ

ラジオまいにちフランス語

ラ
ジ
オ

　 月〜金 午前07:300〜07:45
再 月〜金 午後02:300〜02:45
再 翌週 月〜金 午前11:000〜11:15

定期購読対象 テキスト 音声教材

初級から中級までの幅広い語彙や
表現を、わかりやすく学びます。
入門編（月～水）
4〜9月 新作 　Momokaの薫るフランス発見の旅　
講師：野崎夏生（慶應義塾大学非常勤講師）
ジョルジュ・ヴェスィエール（獨協大学専任講師）
10〜3月　再放送（詳細未定）
応用編（木・金）
4〜6月 再2020年度10～12月
Julieのニッポン発見　講師：井上美穂（明治大学非常勤講師）
7〜9月 再2021年1～3月
たずねてみよう、オペラ座の世界　講師：井上櫻子（慶應義塾大学准教授）
10〜3月　新作  （詳細未定）
●月刊18日発売●定価580(527)円
音声教材 別売CD2枚組・音声ダウンロードチケット対応

定期購読対象 テキスト

憧れの南仏を目指して、
旅で使えるフランス語を身につけよう！
4〜9月 再2020年度10～3月
出演：須藤温子（俳優）
監修：西川葉澄（慶應義塾大学専任講師）
10〜3月　新作  （詳細未定）
●月刊18日発売●定価660(600)円

定期購読対象 テキスト 音声教材

いつの間にかスペイン語で
「話せる・聞き取れる」ようになろう！
入門編（月～水）
4〜9月 新作 
マサトのマドリード日記　Diario de Masato en Madrid
講師：泉水浩隆（南山大学教授)
10〜3月　再放送（詳細未定）
応用編（木・金）
4〜9月 再2019年度10～3月
すばらしきラテンアメリカ　¡Américas fantásticas!
講師：柳沼孝一郎（神田外語大学名誉教授）
10〜3月　新作  （詳細未定）
●月刊18日発売●定価580(527)円
音声教材 別売CD2枚組・音声ダウンロードチケット対応

定期購読対象 テキスト

旅する日のために！　魅惑のスペインを
夢見て言葉の勉強を始めよう
4〜9月 再2020年度10～3月
出演：伊原六花（俳優）
監修：成田瑞穂（神戸市外国語大学教授）
10〜3月　新作  （詳細未定）
●月刊18日発売●定価660(600)円

定期購読対象 テキスト

旅で役立つフレーズをもとに学ぶ
実践的な講座です
4〜9月 再2020年度10～3月
出演：渡辺早織（俳優）
監修：原田亜希子（慶應義塾大学講師）
10〜3月　新作  （詳細未定）
●月刊18日発売●定価660(600)円

定期購読対象 テキスト 音声教材

発音や会話力を養う入門編、
中級文法を多彩なテーマで学ぶ応用編！
入門編（月～水）
4〜9月 新作 
行くぞ、イタリア！ Italia, arrivo!　
講師：入江たまよ（外務省研修所講師）
10〜3月　再放送（詳細未定）
応用編（木・金）
4〜9月 再2019年度10～3月
Un giro in rete! しっかり学ぶ中級文法　
講師：中矢慎子（国立音楽大学講師）
アンドレア・フィオレッティ（東京外国語大学講師）
10〜3月　新作  （詳細未定）
●月刊18日発売●定価580(527)円
音声教材 別売CD2枚組・音声ダウンロードチケット対応

Ｅ
テ
レ

　 水 午前00:000〜00:25（火曜深夜）
再 翌週火 午前05:300〜05:55

ラジオまいにちロシア語

ロシアゴスキーテレビ

ラ
ジ
オ

　 月〜金 午前08:500〜09:05
再 月〜金 午後04:300〜04:45
再 翌週 月〜金 午後03:300〜03:45

定期購読対象 テキスト 音声教材

政治、経済、文化……
世界的に注目の集まるロシアの言葉を学ぼう！
入門編（月～水）
4〜9月 新作 　
繰り返しで身につける基本表現
講師：堤 正典（神奈川大学教授）
10〜3月　再放送（詳細未定）
応用編（木・金）
4〜9月 再2019年度10～3月
インタビューで磨く表現力
講師：クセーニヤ・ゴロウィナ（東洋大学准教授）
10〜3月　新作  （詳細未定）
●月刊18日発売●定価580(527)円
音声教材 別売CD2枚組・音声ダウンロードチケット対応

テキスト

みんなロシア語好きになる「ロシアゴスキー」！
通年再放送 
4〜6月 モスクワ編　再2017年度10～12月ほか
7〜9月 サンクトペテルブルク編　再2018年度10～12月ほか
講師：前田和泉（東京外国語大学教授）
10〜3月　再2021年度4～9月
●年1回（3月）18日発売●定価1210(1100)円

定期購読対象 テキスト

全国の小学生による小学生のための英語講座
月・水曜は「マンガスキット」を中心に、小学生が英語で言いたいことを英語のキーフレーズ
として紹介＆解説。金曜は小学生の英語に対する疑問や悩みにこたえる「電話相談」や英
語のクイズなど、週ごとにいろいろなテーマをとりあげます。テキストは音声付きのドリル主体
のため、テキストだけでも学べる内容になっています。
講師：居村啓子（拓殖大学外国語学部准教授）
通年新作 
●月刊14日発売●定価770(700)円
音声教材 音声無料ダウンロード対応

定期購読対象 テキスト 音声教材

「新学習指導要領」に対応！
4技能を総合的に伸ばせる基礎講座。
中学生や先取り学習に取り組む小学生、大人の英語学び直しの入り口にも最適な入門講座です。
ストーリーをじっくり聞き、重要語句やキーフレーズをしっかり理解することで基礎を築きます。
自分で声に出す練習や、番組パートナーとの会話練習を通して、4技能を総合的に高めます。
講師：本多敏幸（千代田区九段中等教育学校教諭）
通年新作 
●月刊14日発売●定価550(500)円
音声教材 別売CD2枚組・音声ダウンロードチケット対応

定期購読対象 テキスト 音声教材

オールイングリッシュで学ぶ、超実践的な新しい英語講座！
「新学習指導要領」を見据え、ダイアログそのものも解説もすべて英語で放送される実践講
座です。中高生から大人の学びなおし層、指導にあたる先生にもおすすめです。「基礎1」「基
礎2」で学んだ内容をしっかりと生かして、英語を英語のまま理解しながら、自分の意見を
英語で言えるようになることをめざします。　
講師：百瀬美帆（明海大学教授）　監修：松本茂（立教大学教授）
通年新作 
●月刊14日発売●定価550(500)円
音声教材 別売CD2枚組・音声ダウンロードチケット対応

定期購読対象 テキスト 音声教材

「なぜ日本人は英語を話せないのか」を
解決する大人気英語講座
テーマは話す力を伸ばすための「新しい英文法」!　シンプルな「英語の語順ルール」を通じて、
高校レベルの文法を習得し、「自由自在に話す力」を身につけます。イラストも豊富に掲載し、
ネイティブが英語を使う際のイメージ理解を助けます。語彙、読解、発音など、講座を補完
する連載も充実。
講師：大西泰斗（東洋学園大学教授）
通年新作 　●月刊14日発売●定価550(500)円 
音声教材 別売CD2枚組・音声ダウンロードチケット対応

定期購読対象 テキスト 音声教材

英語の“瞬発力”を高めましょう！
この講座の特徴は、「話す力を伸ばすこと」。やさしい単語と表現で、一緒に１日10分のトレ
ーニングをしていきましょう。今年度は新テーマ「バーチャル・アメリカ横断旅行」が加わり、
パワーアップします！
講師：スティーブ・ソレイシイ（英会話コーチ）
通年新作 　
●月刊14日発売●定価550(500)円
音声教材 別売CD2枚組・音声ダウンロードチケット対応

定期購読対象 テキスト 音声教材

楽しめる、好きになる、続けられる！
「話す」「聴く」「読む」「書く」という4つの練習をしながら、
自然な英会話を「楽習」します。楽しめる、好きになる、続
けられる！を感じ取っていただけるでしょう。Keep listening, 
keep practicing and keep on smiling!!
講師：遠山顕（COMUNICA Inc.代表）
4〜10月　新作 　（11月以降の番組は詳細未定） 
●月刊14日発売●定価550(500)円
音声教材 別売CD2枚組・音声ダウンロードチケット対応

定期購読対象 テキスト 音声教材

ニュースを教材に総合力を伸ばします！
現代英語の代表であるニュースを教材に、「反訳トレーニング」で特訓しながら英語力を伸
ばします。日本や世界の動きについても学べて一挙両得。学生さんはもちろん、英語の力を
伸ばしたいすべての方 に々おすすめします。
講師：伊藤サム（元ジャパンタイムズ編集局長）
通年新作 
●月刊14日発売●定価550(500)円
音声教材 別売CD1枚・音声ダウンロードチケット対応

定期購読対象 テキスト

パッと「即レス」する力を身につけよう！
問いかけに対してパッと応えることができる力、つまり「即レス」
する力を身につけるための講座です。紹介するのは、すぐに会
話で使える簡単なフレーズばかり。どんなフレーズがあるのか、
ぜひテキストをご覧ください！
講師：高山芳樹（東京学芸大学教授）
4〜9月 新作 　（10月以降の番組は詳細未定） 
●月刊18日発売●定価580(527)円

定期購読対象 テキスト

中学英語でコミュニケーション！
中学１、2年レベルの英語フレーズで、外国人とコミュニケー
ションする方法を楽しく学ぶ講座。「この場面、どう言えば伝
わるのか」を一緒に考えながら体験的に学ぶことで“本当に使
える英語フレーズ”が身についていきます。
講師：工藤洋路（玉川大学教授）
通年再放送（2019年、2020年度）
●年4回（3月・6月・9月・12月）18日発売
●定価990(900)円
※月刊から年4回刊行に変わります。
※定期購読受付は3月13日まで。

定期購読対象 テキスト

1日たったの5分間。辞書がなくても
「読めた」「聞けた」を毎日体感！
（月）オリジナル・ショートストーリー（火）伝統的笑い！ 落語
（水）再世界の偉人伝（木）マリーのハテナ日記（金）英語で
味わう日本文学
講師：Daniel Stewart（ダニエル・スチュワート/開成学園常勤講師）
4〜9月 新作  （水曜のみ2017年度の再放送）
10〜3月　再2021年度4～9月
●月刊14日発売●定価580(527)円

ラ
ジ
オ

日 午前09:300〜010:00

ラジオアラビア語講座
テキスト 音声教材

アラビア文字や
文法の基本がやさしく学べる！
4〜9月 再2005年度4～9月ほか
話そう！アラビア語
講師：榮谷温子（慶應義塾大学ほか講師）
10〜3月　再2019年度10～3月ほか
アラブの国 を々旅しよう！
講師：長渡陽一（東京経済大学講師）
●年2回（3月・9月）18日発売●定価880(800)円
音声教材 別売CD3枚組

ラジオ ポルトガル語講座

ラ
ジ
オ

　 土 午後06:450〜07:00
再 日 午後10:450〜11:00

再 翌週土 午前08:500〜09:05
午後02:400〜02:55

テキスト 音声教材

ブラジルで話されている
ポルトガル語を楽しく学ぼう！
4〜9月 再2015年度4～9月ほか
ポルトガル語入門 リオデジャネイロ　夢の日々
ブラジル・ポルトガル語の音やリズムに親しみながら、旅行で
使える簡単な会話を学びます。
講師：福嶋伸洋（共立女子大学准教授）
10〜3月　新作 　ポルトガル語ステップアップ
●年2回（3月・9月）18日発売●定価580(527)円
音声教材 別売CD1枚

ラジオまいにち中国語

ラ
ジ
オ

　 月〜金 午前08:150〜08:30
再 月〜金 午後10:150〜10:30
再 日（5回分） 午前11:000〜午後0:15

定期購読対象 テキスト 音声教材

中国語の基礎を固めたい人に最適！
4〜9月 新作 
楽しく！本気で中国語！
講師：丸尾誠（名古屋大学教授）
10〜3月　再放送（詳細未定）
●月刊18日発売●定価580(527)円
音声教材 別売CD2枚組・音声ダウンロードチケット対応

テレビで中国語テレビ

Ｅ
テ
レ

　 火 午後10:550〜11:20
再 木 午前06:000〜06:25

定期購読対象 テキスト

楽しいアニメで学ぶ中国語 
通年新作 
初心者に必要な文法の基礎を中心に進めます。会話の基礎
となるあいさつからよく使うフレーズを学習します。アニメのスキ
ットを使って楽しく学びながら、発音、文法、実践的な表現
が身につきます。

楽しく学ぼう！中国語
講師：陳淑梅（東京工科大学教授）
●月刊18日発売●定価580(527)円

ラ
ジ
オ

月・火 午後10:000〜10:15
再 日（2回分） 午前v9:000〜09:30

ラジオステップアップ中国語
テキスト 音声教材

中国語を使いこなすための
スキルを身につけよう！
通年2020年度10～3月の再放送 
4〜6月 10〜12月　共に生きる“くらし”の会話
講師：西香織（明治学院大学教授）
7〜9月 1〜3月 通訳式トレーニングでレベルアップ！
講師：大森喜久恵（通訳）
●年2回（3月・6月）18日発売●定価880(800)円
音声教材 別売CD3枚組・音声ダウンロードチケット対応

Ｅ
テ
レ

　 火 午前00:000〜00:25（月曜深夜）
再 金 午前05:300〜05:55

アラビーヤ・シャベリーヤ!テレビ

テキスト

楽しくおしゃべりしながら、
アラビア語の話し言葉と文字を学ぼう！
通年再放送 
4〜6月 10〜12月 エジプト編
出演：サヘル・ローズ（俳優）
講師：師岡カリーマ・エルサムニー（早稲田大学ほか講師）
7〜9月 1〜3月 モロッコ編
出演：金子貴俊（俳優）
講師：依田純和（大阪大学大学院准教授）
●年2回（3月・6月）18日発売●定価880(800)円

定期購読対象 雑誌

たくさん書いて、基本をマスター！
文字の基礎から基本文法まで、
初めての方でもすぐに使えるワークブック！
ハングルをゼロから覚えるには、手を動かすことがいちばんの
学習法。文字をなぞるところから始め、声に出しながら書くこ
とで、発音と文字の関係が頭に入り、基本文法も見えてきます。
テキストと併用で学習効率アップ！
監修：チャン・ウニョン〔張銀英〕(津田塾大学講師）
●月刊18日発売●定価580(527)円
※放送テキストではありません。

書いてマスター！ ハングル練習帳

ラ
ジ
オ

　 月〜金 午前08:000〜08:15

再 月〜金
午前10:450〜11:00
午後06:100〜06:25

再 日（5回分） 午後02:450〜04:00

ラジオまいにちハングル講座
定期購読対象 テキスト 音声教材

これなら通じる！　
文法も発音もまとめてマスター！
4〜9月 新作 　聞いてマネして会話を極めよう！
講師：山崎亜希子（早稲田大学准教授）
10〜3月　再2019年度10～3月
書いて味わうゆっくりハングル
講師：山崎玲美奈（早稲田大学講師）
●月刊18日発売●定価580(527)円
音声教材 別売CD2枚組・音声ダウンロードチケット対応

Ｅ
テ
レ

　 水 午後10:550〜011:20
再 金 午前06:000〜06:25

テレビでハングル講座テレビ

定期購読対象 テキスト

ハングルも、韓流も、これでバッチリ！
通年新作 
すぐに使える表現からハングルの文法知識まで幅広く学べる内
容になっています。アーティスト・インタビューなど最新の韓国
情報を紹介するコーナーも充実しています。

いま、開こう！ハングルの“扉”
講師：チャン・ウニョン〔張銀英〕(津田塾大学講師）
●月刊18日発売●定価580(527)円

定期購読対象 テキスト 音声教材

韓国の楽しみ方が広がる！
4〜6月 新作 
もっと楽しむ！”韓活”応援レッスン！
講師：古田富建（帝塚山学院大学教授）
３か月ごとに、異なる学習方法の２つの講座で学ぶので、ハ
ングルを使うための様 な々スキルが身につきます。

7〜9月 内容・講師未定
10〜3月　再2021年度4～9月
●月刊18日発売●定価580(527)円　
音声教材 別売CD1枚・音声ダウンロードチケット対応

ラジオ ステップアップハングル講座

ラ
ジ
オ

木・金 午前10:300〜10:45
再 土・日 午後05:450〜06:00

ラジオ 中学生の基礎英語　レベル１

ラジオラジオ英会話

ラジオラジオビジネス英語

ラジオ 高校生からはじめる「現代英語」 ラジオ 遠山顕の英会話楽習ラジオ 中学生の基礎英語　レベル２

ラジオ 中高生の基礎英語　in English ラジオ 英会話タイムトライアル ラジオ エンジョイ・シンプル・イングリッシュ

ラ
ジ
オ

月・水・金 午後6：350〜06：45
再 火・木 午後6：350〜06：45　※前日の再放送
再 土（3回分）×2 午前6：000〜06：30　午後2：100〜02：40
再 日（3回分）×2 午前8：000〜08：30　午後9：000〜09：30

ラジオ 小学生の基礎英語

ラ
ジ
オ

　 月〜金 午前06:450〜07:00

再 月〜金
午後00:250〜00:400
午後09:450〜10:00

再 日（5回分） 午後04:300〜05:45

ラ
ジ
オ

木・金 午後10:000〜10:15
再 土・日 午後00:400〜00:55
再 土（2回分） 午後04:300〜05:00
再 日（2回分） 午後10:000〜10:30
再 翌週木・金 午後03:450〜04:00

ラ
ジ
オ

　 月〜金 午前06:000〜06:15

再 月〜金
午後06:450〜07:00
午後09:000〜09:15

ラ
ジ
オ

　 月〜金 午前06:150〜06:30

再 月〜金
午後07:000〜07:15
午後09:150〜09:30

ラ
ジ
オ

   月〜金
第1週、第3週　再第2週、第4週 午前06:300〜06:45

再月〜金
午後07:150〜07:30
午後09:300〜09:45

Ｅ
テ
レ

　 木 午後07:400〜07:55
再 翌週月 午前05:300〜05:45

ラ
ジ
オ

　 月〜金 午前09:100〜09:15

再 月〜金
午後04:250〜04:30
午後11:100〜011:15

再 土（5回分） 午前09:050〜09:30

ラ
ジ
オ

　 月〜水 午前10:300〜10:45
再 月〜水 午後03:450〜04:00

再 土（3回分）
午前07:500〜08:35
午後09:000〜09:45

ラ
ジ
オ

　 月〜金 午前08:300〜08:40

再 月〜金
午後00:150〜00:25
午後06:250〜06:35
午後11:000〜11:10

再 土（5回分） 午前07:000〜07:50

ラ
ジ
オ

　 月〜金 午前09:150〜09:30

再 月〜金
午後00:400〜00:55
午後11:200〜11:35

再 土（5回分） 午前10:300〜11:45

もっと伝わる！即レス英会話テレビ

Ｅ
テ
レ

月〜木 午後11:200〜11:30
再 火〜金 午前10:150〜10:25

NEW

NEW

NEW

NEW

「基礎英語0」で学んでいた方に 「基礎英語③」で学んでいた方にも

「基礎英語①」で学んでいた方に

「基礎英語②」「基礎英語③」で学んでいた方に

NEW

テキスト名 発行 定価・
価格 年間予約 11か月

予約
10か月
予約

9か月
予約

8か月
予約

7か月
予約

6か月
予約

5か月
予約

4か月
予約

ラジオ　小学生の基礎英語 NEW 月刊 770 9,240 8,470 7,700 6,930 6,160 5,390 4,620 3,850 3,080

★ ラジオ　中学生の基礎英語　レベル１ NEW 月刊

550 6,600 6,050 5,500 4,950 4,400 3,850 3,300 2,750 2,200
★ ラジオ　中学生の基礎英語　レベル２ NEW 月刊

★ ラジオ　中高生の基礎英語 in English NEW 月刊

★ ラジオ　ラジオ英会話 月刊

★ ラジオ　遠山顕の英会話楽習 月刊 550 11月以降の番組は詳細未定。７か月以内でお申し込みください。 3,850 3,300 2,750 2,200

☆ ラジオ　高校生からはじめる「現代英語」 月刊
550 6,600 6,050 5,500 4,950 4,400 3,850 3,300 2,750 2,200

★ ラジオ　英会話タイムトライアル 月刊

★ ラジオ　ラジオビジネス英語 NEW 月刊 550
10月からの放送は4〜９月の再放送です。半年以内でお申し込みください。

3,300 2,750 2,200

ラジオ　エンジョイ・シンプル・イングリッシュ 月刊 580 3,480 2,900 2,320

テレビ　もっと伝わる！　即レス英会話 月刊 580 10月以降の番組は詳細未定。半年以内でお申し込みください。 3,480 2,900 2,320

テレビ　知りたガールと学ボーイ 季刊 990 3,960 ー ー

★ ラジオ　まいにちドイツ語 月刊

580 6,960 6,380 5,800 5,220 4,640 4,060

3,480 2,900 2,320

★ ラジオ　まいにちフランス語 月刊

★ ラジオ　まいにちスペイン語 月刊

★ ラジオ　まいにちイタリア語 月刊

★ ラジオ　まいにちハングル講座 月刊

★ ラジオ　まいにち中国語 月刊
580 10月からの放送は4〜９月の再放送です。半年以内でお申し込みください。

☆ ラジオ　ステップアップハングル講座 NEW 月刊

★ ラジオ　まいにちロシア語　　  月刊 580 6,960 6,380 5,800 5,220 4,640 4,060

テレビ　旅するためのドイツ語 月刊

660 7,920 7,260 6,600 5,940 5,280 4,620 3,960 3,300 2,640
テレビ　旅するためのフランス語 月刊

テレビ　旅するためのスペイン語 月刊

テレビ　旅するためのイタリア語 月刊

テレビ　テレビで中国語 月刊

580 6,960 6,380 5,800 5,220 4,640 4,060 3,480 2,900 2,320テレビ　テレビでハングル講座 月刊

雑誌 NHKハングル講座　
書いてマスター！ハングル練習帳 月刊

★のついている講座はＣＤ２枚、☆のついている講座はＣＤ１枚の別売音声教材を月刊で発売しております。

別売
CD

★語学ＣＤ２枚組 月刊 1,700 20,400 18,700 17,000 15,300 13,600 11,900 10,200 8,500 6,800

☆語学ＣＤ１枚 月刊 1,590 19,080 17,490 15,900 14,310 12,720 11,130 9,540 7,950 6,360

《３枚組》音声ダウンロードチケット NEW 季刊 2,400 1号800円相当！ 語学CDと同じ音声を3号分聞くことができる、
とってもおトクな《３枚組》音声ダウンロードチケットをぜひご利用ください！

すてきにハンドメイド 月刊 660 7,920 7,260 6,600 5,940 5,280 4,620 3,960 3,300 2,640

きょうの料理ビギナーズ 月刊 550 6,600 6,050 5,500 4,950 4,400 3,850 3,300 2,750 2,200

きょうの料理 月刊
590 7,080 6,490 5,900 5,310 4,720 4,130 3,540 2,950 2,360

きょうの健康 月刊

趣味の園芸 月刊 640 7,680 7,040 6,400 5,760 5,120 4,480 3,840 3,200 2,560

趣味の園芸  やさいの時間 隔月刊 913 5,478 ー 4,565 ー 3,652 ー ー ー ー

囲碁講座 月刊
600 7,200 6,600 6,000 5,400 4,800 4,200 3,600 3,000 2,400

将棋講座 月刊

※ ＮＨＫ俳句 月刊 700 8,500 7,800 7,100 6,400 5,700 5,000 4,250 3,550 2,850

※ ＮＨＫ短歌 月刊 730 8,860 8,130 7,400 6,670 5,940 5,210 4,430 3,700 2,970

テレビ・ラジオ　みんなのうた 隔月刊 550 3,300 － 2,750 － 2,200 － － － －

雑誌 放送研究と調査 月刊 880 10,560 9,680 8,800 7,920 7,040 6,160 5,280 4,400 3,520
単位＝円　消費税込

※2021年4月号からテキストの定価を改定いたします（定価・価格の欄が赤字のものが改定の対象です。）当社通販では2021年2月12日以降上記価格が適用となります。
※〈特別定価〉を含む「俳句」「短歌」は、お申込み開始月により上記価格と金額が異なります。（一覧の金額は4月号スタートでお申込みいただいた場合）
＊定期購読は発売前の商品で、４か月以上の購読が対象となり、購読期間は１年以内とさせていただきます。ただし、語学講座テキスト・月刊語学CDの定期購読は2022年３月号までです。
＊上記価格表の内容は2021年2月1日現在のものです。定価改定の際には、定期購読代金を変更させていただく場合がございます。

新たなチャレンジ！

「入門ビジネス英語」「実践ビジネス英語」で学んでいた方に

知りたガールと学ボーイテレビ

※定期購読対象ではありません。 ※定期購読対象ではありません。 ※定期購読対象ではありません。

※定期購読対象ではありません。

※定期購読対象ではありません。

NEW

【訂正版】「まいにち中国語」の放送内容が変わったため、半年以内の受付に変更させていただきます。


