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The Japan Times社のロングセラー改訂最新版

『英語で語る日本事情2020』

江口 裕之（CEL最高教育責任者）
Daniel Dumas（CELチーフインストラクター）共著

定価 2,100円＋税　＊MP3音声CD-ROM付

●CEL 関連書籍 ＜当校講師が執筆した書籍＞

プロ通訳案内士が教える

『はじめてのボランティア英語ガイド』

江口 裕之（CEL最高教育責任者）
根岸 正（CEL実地研修担当）　共著
定価 1,500円＋税　＊CD付

本書では、「ふつうの日本」が根底に持つ価値観を、日本の伝統文化と照

らし合わせながら、外国人との会話を通じて楽しく描いていきます。そこ

には、今後、皆さんが自分の言葉で外国人に話したくなるようなネタが満

載です。

浅草寺、明治神宮、鎌倉、川越など英語で東京近郊の名所を案内してみよ

う！はじめてでも「すぐに使える」、かんたん英語で名所を今日から案内

できる！　 本当に使えるフレーズ満載 　リアルなガイドの現場の英語で、

今日から通訳ボランティア！ 　CD付きで、家でも練習できる！。

英語で伝えるための日本文化単語集

『日本まるごと英単語帳』

江口 裕之（CEL最高教育責任者）
定価 1,952円＋税　＊CD2枚付 知識も英語表現も学べる例文つき。本当に使える、日本紹介の決定版。

収録語数約900語。各見出し語には、より深く説明したいときに、その

まま使える例文を掲載。２枚組CDには、なんと『トラッドジャパン』の

名コンビ、アットキンさんと江口がナレーターで登場！

全80題!という豊富な練習量で二次試験合格を実現

『全国通訳案内士試験 英語二次口述パーフェクト対策』

江口 裕之（CEL最高教育責任者）
佐治 博（CE L 卒業生／浅草ボランティアガイド）共著

定価 2,800円＋税　＊CD3枚付

本書には、通訳案内士試験に一発合格するためのエッセンスが満載。

「インスタ映え」から「夏目漱石」まで通訳案内士試験対策のプロがとこ

とん選び抜いたプレゼン問題50問&面接官の音声＋通訳問題30問をたっ

ぷり収録!



31

NHKトラッドジャパンの名コンビ、初の共著

『英語で伝えたいふつうの日本』

江口 裕之（CEL最高教育責任者）
Stuart Varnam-Atkin共著

定価 1,800円＋税　＊CD付

NHKトラッドジャパンの名コンビ、再び！

『英語で伝えたいいつもの日本』

江口 裕之（CEL最高教育責任者）
Stuart Varnam-Atkin共著

定価 1,800円＋税　＊CD付

＜英語で伝えたいシリーズ＞第3弾！発売

『英語で伝えたい 日本紹介きほんフレーズ2100』

江口 裕之（CEL最高教育責任者）

定価2,000円＋税　＊MP3 CD-ROM付

本音と建前、居酒屋、ハンコ、根性など、等身大の日本人の「ふつう」が

テーマの英会話。外国人が不思議に思う、日本人の日常についてのダイア

ローグ３０編を収録！

日本人の日常に隠れているなにげないNIPPONらしさを英語で話そう！

「虫の声は風流？騒音＞」「白いご飯は美味しいの？」「おにぎりはどうし

て三角形？」「ブックカバーをなぜつける？」...etc、外国人が不思議に思

う、日本の「いつも」についてのダイアローグ３０編を収録！

日本人の「いつも」に隠れたNIPPONらしさを英語で話そう！

料理、神社と寺、日本の歴史や地理、みじかな風習、アニメや漫画、はや

りのものまで… 日本をかんたんな英語フレーズで紹介できる2100フレー

ズ。外国人観光客をアテンドする際に必ず使う、「ガイド基本フレーズ

200」もあわせて収載。

多くの外国人が興味のあるトピックを抽出

『世界とくらべてわかる日本まるごと紹介事典』

江口 裕之（CEL最高教育責任者）

定価 1,800円＋税　＊音声DL付 本書は、海外の似ているものと比較することで、外国人が日本の文化に親

しみやすく、理解しやすい構成。日本人にも身近で、多くの外国人が興味

のあるトピックを抽出。ページをめくる度に日本のことを紹介したくなる

!イラストがたくさん用いられていて、見ているだけでも楽しい1冊。
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大好評1級版に続く、第2弾登場！

『最短合格！英検準1級リスニング問題完全制覇』

佐野  健吾・花野幸子・田中亜由美
定価 2,200円＋税　＊CD-ROM＋音声DL付 最新データに基づく練習問題＆模試でリスニング力を鍛え上げる

・最新傾向を反映したオリジナル問題

・練習問題と模試の2段階で強化

・苦手意識をなくすトレーニング

ニュース英語の決定版:NEWS DIGEST

『The Japan Times NEWS DIGEST』

佐野  健吾・花野幸子が執筆に参加！
定価 1,000円＋税　＊CD+MP3音声ダウンロード付 2か月に1度、奇数月に発行されるニュース英語学習用テキスト

・注目のニュースや演説を取り上げる特集

・生の英語を聴く力がつくリスニングセクション

・無理なく読解力をアップできるリーディングセクション

英検1級Essay問題対策に特化

『英検1級英作文問題 改訂版（音声ＤＬ付）』

田中亜由美
定価1,900円＋税　 最新データに基づく練習問題＆模試でリスニング力を鍛え上げる

・エッセーの書き方を基礎から学べる!

・練習問題と模擬テストで英作文問題の対策ができる!

・「時事解説&単語ブック」で頻出トピックを学習できる!

完全オリジナル問題150問以上！

『最短合格！英検1級リスニング問題完全制覇』

佐野  健吾・花野幸子・田中亜由美
定価2,400円＋税　＊CD-ROM付 最新データに基づく練習問題＆模試でリスニング力を鍛え上げる

・最新傾向を反映したオリジナル問題

・練習問題と模試の2段階で強化

・苦手意識をなくすトレーニング
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信頼され尊敬される日本人の英語とは

『品格ある日本人の英語』

曽根 宏（CEL最高経営責任者）著
定価 1,500円＋税　＊CD付

マグロウヒル社のベストセラー Perfect Phrases集

『社員をヤル気にさせる英文フレーズ456』

共同翻訳・解説：曽根 宏（CEL 最高経営責任者）
定価 1,800円＋税　＊CD付

第 2弾

日本人がビジネスも含めた国際舞台で英語を使い、外国人の信頼と尊敬を勝

ち得て、良い仕事をするためには、アメリカ人やイギリス人のようなネイ

ティブ・スピーカーと同じように、流暢に（つまりペラペラと）英語を話す

ことは決して必要ではない。それよりも大切なこと、大切なものがある。

あなたは相手を英語で納得させられますか？

・英語で「本意」を直に伝えたい！

・Say what you mean（本音で意思を！）

・Mean what you say（意図をホンキで！）

マグロウヒル社のベストセラー Perfect Phrases集

『ビジネスで即使える英文フレーズ365』

共同翻訳・解説：曽根 宏（CEL 最高経営責任者）
定価1,300円＋税

第 1弾

英語でレターやEメールを書くことが職場で日常的になってきています

が、なかなか自分が書く英文に自信が持てないもの。マグロウヒル社のベ

ストセラー Perfect Phrases集を、日本人向けに大幅加筆。英文ビジネス

ライティングの究極の秘訣を伝授！
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《江口裕之よりメッセージ》

■ NHK 『トラッドジャパン』 講師を担当して以来、 『外国人に日本のことを説明したいけれど難しくて ...』 と

いう声を多く頂戴いたしました。 そこでこのたび 《気軽に ・ やさしく ・ おもしろく》 をモットーとした

英語で語る日本事情クラブの発足を決意いたしました。

■気軽に－クラブと言っても大げさなものではありません。 月1回のペースでどなたでも参加できる 《勉強会》

を実施します。

■やさしく－ 《日本を英語で伝えたい》 意欲をお持ちの方でしたらどなたでも参加可能です。

■おもしろく－毎回のテーマは決まっていますが、 参加者の興味に合わせて、 アドリブ・脱線が大いに予想され

ます!?  江口流 《日本文化の味わい方》 を直接伝授します!!!

【対象】《日本を英語で伝えたい》意欲をお持ちの方

【料金】初回参加は無料。その後、継続して参加の場合：3回 10,000円。

【日程】原則月に 1度のペースで実施。予習不要なので随時参加可能。

★本勉強会に関する詳細は当校のウェブページをご覧ください。

　　　　   http://www.cel-eigo.com/clubGN/index.html

教室受講

のみ

使用テキストは江口裕之最新刊！

『英語でガイド！ 世界とくらべてわかる

  日本まるごと紹介事典』
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選べる 4つの受講スタイル
通学受講／DVD受講／CD受講／ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ受講

★通学受講

■解説授業：□入会時に登録されたクラスで授業を受講

□登録以外のクラスで振替受講も可能

→振替先クラスのお席に余裕がある場合

□授業を欠席された場合

→授業CDの無料レンタル制度有り＊

□ Internet受講サービス利用可能（無料）＊

■テキスト：□毎回プリントアウト版を配布

★CD受講
■解説授業：□CD（授業音声のみ）による通信受講

→CDプレイヤーで再生  ＊CD-R再生対応機推奨

□ Internet受講サービス利用可能（無料）

□授業内容に関する質問はFAXまたはemailで受付

■テキスト：□毎回プリントアウト版を送付

★DVD受講
■解説授業：□ DVD（授業ビデオ）による通信受講

→DVDプレイヤーで再生 ＊DVD-R再生対応機推奨

→パソコン（DVDドライブ）で再生

□ Internet受講サービス利用可能（無料）

□授業内容に関する質問は emailで受付

■テキスト：□毎回プリントアウト版を送付

★Internet受講
■解説授業：□ Internet上（授業ビデオ or 授業音声）での通信受講

→パソコンで再生

□授業内容に関する質問は emailで受付

■テキスト：□ Internet上のPDF版のテキストを利用

→必要に応じて各自プリントアウト

＊英検 1級2次・通訳ガイド2次の各コースは通学受講のみ。

CDの無料レンタル制度・インターネット受講サービスはございません。
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〒 169-0075

東京都新宿区高田馬場2-14-5

サンエスビル 2F（エレベーターをご利用ください）

○ J R 山手線／西武新宿線  高田馬場駅早稲田口より徒歩 3 分

○東京メトロ東西線  高田馬場駅 6 番出口より徒歩 1 分

■営業時間■

火～金曜　10:00-21:00
土～日曜　10:00-18:00
＊定休日は月曜日

＜都内はもちろん、近県からもアクセス抜群＞

＊東京・大手町駅 →東京メトロ東西線 約 13分
＊新宿・池袋駅 → JR山手線 約4分　＊新宿からは西武新宿線も使用可（3分）

＊渋谷駅 → JR山手線 約12分
＊三鷹駅 → JR中央線東京メトロ直通 約20分
＊西船橋駅 →東京メトロ東西線快速 約 36分
＊横浜駅 → JR湘南新宿ライン快速 新宿乗り換えJR山手線 計約 39分

→京浜急行快特品川駅乗り換え JR山手線 計約 45分
＊大宮駅 →JR湘南新宿ライン特別快速池袋乗換えJR山手線 計約30分


