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英語テキストを
刷新します

定価・価格を
改定します

2021年度ＮＨＫテキストの２大ポイント
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●講師 高田智子（明海大学教授）
●放送 ［ラジオ第２］（月～金）
 午前6:15～6:30 ほか

●テキスト
B5判／定価550円（本体500円）
毎月14日発売
別売りCDあり*
DLチケット対応

2021年、NHKテキストは
大きく変わります！

ＮＨＫ出版が語学テキストを創刊して90年が経ちました。
時代とともに変化してきた学びのかたち。
NHKテキストも学び、変わり続けていきます。

2021年度から、中学校では「新学習指導要領」が全面実施されます。英語4技能（読む・聞く・書く・話す）
が強化され、さらに英語の授業はすべてのやりとりを英語で行う「オールイングリッシュ」が推進されます。

NHK基礎英語のラインナップが大きく変わります！

基礎からしっかり学べる英語講座

基礎英語シリーズ

「レベル１」と「レベル２」で中学３年間分の文法を
すべてカバーします。「in English」は
オールイングリッシュのまったく新しい番組です。

・NHK基礎英語　書いて確認　1週間でマスター　中1の英文法
・NHK基礎英語　書いて確認　1週間でマスター　中2の英文法
・NHK基礎英語　書いて確認　1週間でマスター　中3の英文法

*昨年度までのＣＤ付きテキストは別売CD2枚組になります。

2020年度「基礎英語1・2・3」の文法事項を中心に再構成した、
「1週間で1年分の内容を学習できる」書き込み式ドリルです。

【監修】田村岳充（中1）高田智子（中2）投野由紀夫（中3）　
【編】ＮＨＫ出版

B5判／定価各880円（本体各800円）
2月13日発売予定

「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

中学英語の基本が、この1年間でしっかり身につく講座です！

オールイングリッシュで学ぶ　超実践的な新しい英語番組！

中学生の基礎英語 レベル1
い ち

中学生の基礎英語 レベル2
に

中高生の基礎英語 in English

 • 月曜日と水曜日は「マンガスキット」を中心に、英語のキーフレーズを紹介＆解説。
 • 金曜日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取り上げます。

 • 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。

 • 文法解説に特に定評のある講師が、中学の英文法の基本をしっかり解説します。
 • ストーリーをじっくり聞き、重要語句やキーフレーズを理解したうえで、自分で声に出
す練習や、番組パートナーとの会話練習を行い、基礎を築きます。

 • 日本の中学校を舞台にした楽しい物語で、毎日聞くモチベーションにつながります。

 • 新課程での中学文法事項の重要項目をすべて網羅。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発信できるようになること」です。
 • 物語の舞台はアメリカＮＹ！　デザイナーを夢見る主人公のポップな学校生活を一緒
に楽しみましょう！

 •  「新学習指導要領」を見据え、ダイアログもその解説もすべて英語で放送されるオール
イングリッシュの番組です。

 •  「基礎2」まで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。

全国の小学生による小学生のための英語講座

小学生の基礎英語

定価・価格を改定します

英語テキストを刷新します1

2

メインは中学1年生。先取り学習に取り組む小学生や、シニア読者の学び直しの入り口にも。

メインは中学2年～3年生。先取り学習に取り組む中学1年生や、20代以降の学び直し層にも。

中学3年生から高校生。教育現場など、「オールイングリッシュ」に関心のある人。

想定読者

想定読者

想定読者

●講師 居村啓子
 （拓殖大学外国語学部准教授）

●放送 ［ラジオ第２］（月・水・金）
 午後6:35～6:45 ほか

●テキスト
B5判／定価770円（本体700円）
毎月14日発売
「音声データダウンロード用

 パスコード」付き

通年新作

通年新作

通年新作

●講師 本多敏幸
 （千代田区立九段中等教育学校教諭）

●放送 ［ラジオ第２］（月～金）
 午前6:00～6:15 ほか

●テキスト
B5判／定価550円（本体500円）
毎月14日発売
別売りCDあり*
DLチケット対応

●講師 百瀬美帆（明海大学教授）
●監修 松本茂（立教大学教授）

●放送 ［ラジオ第２］（月～金）
 午前6:30～6:45 ほか

●テキスト
B5判／定価550円（本体500円）
毎月14日発売
別売りCDあり*
DLチケット対応

小
学
生
の

基
礎
英
語

中学生の
基礎英語
レベル2

中高生の
基礎英語
in English

中学生の
基礎英語
レベル1

中3・高校生に
最適！

中学2年
～3年なら
こちら！

中学1年から
はじめるなら！

より複雑な英語のしくみを
理解して、適切な表現ができる

目標

英語のしくみを理解して、
簡単な表現ができる

目標

英語で考えを伝え合う
ことができる

目標

Radio

Radio

Radio

Radio

語学テキスト

語学テキスト

英語が教科化された小学校５・6年生。想定読者

通年新作

Radio

Radio

Radio

Radio

ムックにも注目！
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※上記チャートはNHK出版によるめやすです。

1日5分、
1話500語以内！

エンジョイ・
シンプル・
イングリッシュ

2021年度の英語講座ラインナップイメージ

英語だけじゃない！

NHK多言語講座
語学学習には必須！

NHK語学音声教材

「なぜ日本人は英語を話せないのか」を
解決する総合英語講座

会話も、メールも、教養も！
今日から使える世界標準のビジネス英語

ＮＨＫ講座では、以下の9言語をラジオ／テレビ講座で手軽に学べます。

ユーロ言語 ドイツ語／フランス語／スペイン語／イタリア語
アジア言語 中国語／ハングル
その他 ロシア語／アラビア語／ポルトガル語

発売号との
入れ替えを
お願いします

音声DL BOOK NHKラジオ英会話
英会話　話を組み立てるパワーフレーズ　講義編
音声DL BOOK NHKラジオ英会話
英会話　話を組み立てるパワーフレーズ　トレーニング編

語学シリーズ　音声ＤＬ ＢＯＯＫ
杉田敏の　現代ビジネス英語　2021年　春号

2020年度「ラジオ英会話」の内容を、「講義編」と「トレーニング編」の2冊にまとめました。
ぜひＮＨＫテキストコーナーでご展開ください！

昨年度まで「実践ビジネス英語」の講師を務められた杉田敏先生は、引き続き年４回
（3、6、9、12月）、音声DLつきの季刊ムックを刊行予定です。すべて新しい内容です。

【著】大西泰斗／ポール・マクベイ
A5判／講義編：定価1,760円（本体1,600円）
／トレーニング編：定価1,320円（本体1,200円）
３月27日発売予定

【著】杉田敏
B5判／定価1,320円（本体1,200円）
３月13日発売予定　※放送テキストではありません。

初
心
者
か
ら
上
級
者
ま
で
！

どんなニーズ・目的にも！

楽しく日常会話 ビジネスで使いたい英語力を積み上げる

 •  「ステップアップ　ハングル講座」（月刊）が創刊します。
 • テレビ講座（ユーロ／アジア）は豪華出演陣にも注目が
集まります。

1 NHK語学テキスト　

音声ダウンロードチケット
春号ダウンロード有効期限：2021年8月31日（火）

2月刊語学CD
2021年度も月刊語学CDは通年「委託扱い」となります。

年4回刊行（3・6・9・12月）
価格：990円（本体900円）　A5変型判

※ 製作数に限りがございますので、お客様へは「音声ダウンロードチケット」への切り替え・移行をお
すすめください。

ここに
注目！

会話も、メールも、教養も！

ラジオビジネス英語
柴田真一

ニュース英語を読み解く！

高校生からはじめる「現代英語」
伊藤サム

●講師　
大西泰斗（東洋学園大学教授）

●放送
［ラジオ第２］
（月～金）午前6:45～7:00　ほか

●テキスト
A5判／定価550円（本体500円）
毎月14日発売

別売りＣＤあり
DLチケット対応

●講師　
柴田真一
（神田外国語大学特任教授、キャリア教育センター長）

●放送
［ラジオ第２］
（月～金）午前9:15～9:30 ほか

●テキスト
A5判／定価550円（本体500円）
毎月14日発売

別売りＣＤあり
DLチケット対応

前期新作

通年新作

ムックにも注目！

ムックにも注目！

言葉に詰まらず“即”応答！

もっと伝わる！
即レス英会話

高山芳樹

英語が苦手な人にも！

知りたガールと学ボーイ
工藤洋路

これぞ英語の真髄！

遠山顕の英会話楽習
遠山 顕

英語表現の
幅を

広げたいな

時事英語も
これでかんぺき！

ラジオ英会話

ラジオビジネス英語

語学テキスト語学テキスト

語学テキスト

Radio

Radio

テンポよく話すために！　

英会話タイムトライアル
スティーブ・ソレイシィ

TV

TV

新シリーズ
始動！

難

易

 • テーマは「語順の文法」！　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。

 • 理解を助けるためのイラストも豊富に掲載。
 • 語彙、読解、発音など、講座を補完する連載も充実しています。

 • 月・火曜日のテーマは「ビジネス英会話」。実際のビジネスですぐに
使えるワンランク上の英語表現を習得します。

 • 水曜日は「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、スマートなメール術を身につけます。

 • 木・金曜日は「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します。

大人気講座！

ラジオ英会話
大西泰斗

受験対策にも
オススメ

とにかく
英語力をアップ
させたい

中高生の基礎英語
in English

百瀬美帆　監修：松本茂

New

New

お得な「３枚組」を新たに
刊行いたします。
価格：2,400円（本体2,182円）

日本人が英語を話せな
いワケ。それは日本語と
英語の語順が大きく異
なるからです。本講座で
は、語順の観点からシン
プルに文法を解説し、英
語の語順を徹底的に体
に打ち込みます！

新講座のポイントは３つ。
まずはミーティングでの会
話力アップ、メールの書き
方、そして教養です。自信
を持って英語が使えるよう
に、「発信力のアップ」を
目指しましょう！

中学生の基礎英語
レベル2
高田智子

中学生の基礎英語
レベル１
本多敏幸

小学生の基礎英語
居村啓子

New

New

New
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●放送
[Eテレ］（月～水）
午後9：25～9：30 ほか

●放送
［Eテレ］（日）
午前8：30～8：55 ほか

●放送
［Eテレ］（月）
午後10：25
～10：50 ほか

●放送
［Eテレ］（月～水）
午後9：30
～9：55 ほか

●放送
［Eテレ］（月～木）
午後9：55
～10：00 ほか

●テキスト
A5判　
定価600円（本体545円）
毎月25日頃発売

●テキスト
AB判　定価：1,210円ほか
（本体1,100円ほか）
奇数月25日頃発売

●テキスト
B5判　定価：660円
（本体600円）
毎月25日頃発売

●放送
[Eテレ］（月～木曜）
午後8：30～8：45 ほか

●放送
［Eテレ］（日）
午前8：00～8：24 ほか

●テキスト
A4判　定価550円（本体500円）
毎月21日発売

●テキスト
A4判　定価640円（本体582円）
毎月21日発売

●テキスト
B5判　定価590円（本体536円）
毎月21日発売

●テキスト
A4判　定価913円（本体830円）
奇数月21日発売

料理は簡単、だけじゃないのよ。
つくりたくなるのが大事なのよ（ハツ江）

人生100年　花と緑と暮らそう!

確かで信頼できる医療・健康情報を、
専門医がわかりやすく解説

初心者に　いちばんやさしい家庭菜園誌

●放送
放送［Eテレ］（木）午後9：30～9：54
再放送［総合］（翌週火）午後3：10～3：34／［Ｅテレ］（翌週木）午前11：30～11：54

●テキスト
A4変形判　定価660円（本体600円）
毎月21日発売

読みやすい、つくりやすい、いつもおいしい　
それが「きょうの料理」

「これつくりたい！」が必ず見つかる

渋沢栄一『論語と算盤』（講師：守屋淳） 月曜　「快適リモート生活術」（講師：中山隆）
火曜　アンコール放送（内容未定）
水曜　「伝統か革新か　明日使える！　
   弁当大百科」（講師：渡辺あきこ）

「機能維持トレ」（講師：橋本健史）

栗原はるみ

村田吉弘

大原千鶴

土井善晴

●放送
放送［Eテレ］（月・火）午後9:00～9:25／［総合］（金）午後0:20～0:43
再放送［Eテレ］（火・水・翌週月）午前11:00～11:25／（水）午後9:00～9:25（総合の再放送）

●テキスト
AB判　定価590円（本体536円）
毎月21日発売

・『モモ』（講師：河合俊雄）
・『純粋理性批判』（講師：西研）
・『伊勢物語』（講師：髙樹のぶ子）

きょうの料理TV

すてきにハンドメイドTV

きょうの料理ビギナーズTV

趣味の園芸TV

100分de名著TV まる得マガジンTV趣味どきっ！TV

趣味の園芸　やさいの時間TV

きょうの健康TV

家庭テキスト

家庭テキスト

家庭・趣味テキスト

４月の予定 ４月の予定４・5月の予定

放送時間のパターンが変わります

再放送時間が変わります

（［付録］作品の型紙・図案）

隔月刊で
３テーマ！

 • 第1特集では、夏のなす・きゅうり、秋のれんこん・ごぼう、冬の大根・白
菜など旬の野菜や鶏肉・豚肉など定番の食材とその料理を中心に紹介。

 • 第2特集では、土井善晴さん、村田吉弘さん、タサン志麻さん、上田淳子さ
んなど豪華な講師陣による最新レシピが楽しめます。

 • 人気の栗原はるみさん、大原千鶴さんは毎月登場します。
 • 4月号の巻頭にはとじ込み付録（「きょうの料理」テキストのトリセツ／下ごし
らえの基本などの解説）付き！

 • ハツ江おばあちゃんが教える５分番組。今年は演
出ががらりと変わりますので、より放送を補完する
テキストが必要になります。

 • 放送内容に関連した「小特集」を毎号掲載。「こんな料理、つくっ
てみたい！」というフレッシュな気持ちを応援します。

 • 2020年に増加した園芸初心者 (定年退職などで時間に余裕
ができたエントリーシニアとコロナ禍で園芸に関心を持つよう
になった若年層）にもわかりやすい解説が充実！

 • 園芸中級者も納得の美しいビジュアルが満載です。

 • 最新の治療法から食事や運動の実践的なアドバイスまで、幅
広く紹介。

 • 連載ではコロナ禍の中でも前向きな気持ちが持てるよう、旅の
疑似体験や趣味・学びも提案していきます。

 • 初心者でも失敗しない栽培法や、めずらしい野菜の栽培法を
紹介。畑もプランターもおまかせ！

 • 4・5月号にはとじ込み小冊子付録「Wanted！　畑で害虫を
探せ！」が付きます。

 • 季節に合わせた暮らしを彩る手芸を紹介。
 • 既製品にはない手づくりならではのあたたかさ、オリジナリティー、心地
よさを求めている人におすすめです。

 • チュニック、パンツ、バッグなど、身につけて生活を豊かにしてくれるソー
イング作品を多数紹介。

 • ショール、帽子、セーターなど、心まで温まる編み物は冬の人気テーマです。

・5月号：バラ　・6月号：アジサイ
・2月号：クリスマスローズ ・夏野菜　・菜園プラン　・害虫対策

・『こんどこそスマホ』
・『みんなができる！ 体幹バランス』
・『アイドルと巡る仏像の世界』

2020年度売れ行きベスト3

2020年度売れ行きベスト32020年度売れ行きベスト3

売れるのはこんなテーマ！

6月号：梅干し／漬物　
12月号：正月料理、年末年始のごちそう

売れるのはこんなテーマ！

４月号：ソーイング　11月号：ニット

売れるのはこんなテーマ！

売れるのはこんなテーマ！

・野菜　 ・煮物 ・ひざの痛み　・腰痛　・高血圧

売れるのはこんなテーマ！ 売れるのはこんなテーマ！

・『ホットケーキＭＩＸで絶品おやつ
   ＆意外なランチ』
・『手作りドレッシングなら
   毎日が極上サラダ』
・『もっとおいしく！
   攻めのフリージング術（再）』

カレンダーなど、
年4回の付録も
人気です！

型紙が袋入りになって
保存に便利になりました！
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販売促進 販売促進

ＰＲ展開予定

2021年度「ＮＨＫテキスト　春のキャンペーン」コンセプトは……

毎年、全国の書店様にご参加いただいております「定期購読獲得コンクール」は本年度も開催します！
購読済みのお客様と新規のお客様、さらには潜在的なお客様のそれぞれに働きかけていただくことで、さら
なる獲得の伸長をめざせます！

『変わりつづける。学びつづける。NHKテキスト』
2021年度ＮＨＫテキストの販売促進は、時代とともに変化してきた「ＮＨＫテキストと学びのかたち」を、
イラストビジュアルを中心に展開していきます。NHK出版の語学テキスト創刊90年にあわせて、老若男女、
さまざまな年代の方がＮＨＫテキストを楽しんでいる、その歴史と信頼感を表現していきます。

3月号発売時    ターゲット：継続購読を考えているお客様
2月14日着の「NHK英語テキストガイド　2021春」を
お客様にお配りください。
 • ガイドに掲載されている“英語力測定テスト”で自分の英語レベルがわかります！
 • 仕様をA5版の小冊子（旧「えらべるガイド」）からタブロイド版に変更します。一覧性を高め、自
分に合った英語テキストを選びやすくなりました。

2月

※詳しくは同封の申込書をご覧ください。

  ぜひ、「2021年ＮＨＫテキスト定期購読獲得コンクール」にお申し込みください。

明林堂書店　青山店様金明堂書店　京町店様

4月号発売に合わせてお送りする「デコキット（ＮＨＫテキス
トコーナー拡材セット）」を活用して、貴店店頭でＰＲをお願
いします。写真をお送りいただいた書店様にはもれなく参
加賞をさしあげます！

飾りつけのポイント
P O I N T 1  　 店内のどこからでも
 見つけやすいパネル
P O I N T 2  　 分かりやすく選びやすいＰＯＰ
P O I N T 3  　 定期購読を大々的にＰＲ※ スケジュールは変更になる可能性がございます

新規読者にＰＲを
お願いします

継続読者に定期購読を
おすすめください

 •「NHK英語テキストガイド　2021春」
店着（昨年度「えらべるガイド」を誌名・
形状変更）

 •「ＷＥＢ版　英語力測定テスト」開講

 •「NHKテキストナビ2021」店着
 •「デコキット（ＮＨＫテキストコーナー 

拡材セット）」店着

 •新聞各社出広（3/18～）
 •電車広告展開開始（3/13 or 3/18～）

2月14日～ 3月10日頃 3月中旬

継続読者に定期購読を
おすすめください

3月13日　
英語テキスト
発売

定期購読獲得コンクール

飾りつけコンクール

5月号・6月号発売時    ターゲット：定期購読潜在読者
5月号・6月号を購入してくださったお客様に、
ぜひ定期購読をお声掛けください。
 •   「お取り置き」のお声掛けに使えるノベルティをご用意します！
 • お声掛けが難しい場合は「定期購読申込書」が便利です！

4・5月

定期購読申込書

4月号発売時    ターゲット：新規読者
「NHKテキストナビ2021」＆「デコキット（NHKテキストコーナー
拡材セット）」を使って、NHKテキストのＰＲをお願いします。
 • 宣伝展開（新聞・交通ほか）を開始します！
 •   「テキストナビ」にはＮＨＫテキスト全誌の内容が紹介されています！

3月

2020年度最優秀賞Ｗ受賞！

書店ポスターイメージ

応募締切
2021年

5月31日（月）

応募締切
2021年

5月7日（金）

※パネルのイメージです
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発売日 ラジオ／
テレビ 誌名

放送期間 テキスト CD 音
声
チ
ケ

電
子
版4～9月 10～3月 雑誌

コード
定価・
価格 本体 雑誌

コード
定価・
価格 本体

毎月
14日 ラジオ

小学生の基礎英語 A0 新作 09543- 770 700 ●

中学生の基礎英語　レベル１ A1 新作 09107- 550 500 70053- 1,700 1,545 ● ●

中学生の基礎英語　レベル２ A1-A2 新作 09115- 550 500 70055- 1,700 1,545 ● ●

中高生の基礎英語 in English A2 新作 09553- 550 500 72209- 1,700 1,545 ● ●

ラジオ英会話 B1 新作 09137- 550 500 72071- 1,700 1,545 ● ●
リフロー

遠山顕の英会話楽習 B1-B2 新作
（4～10月） 未定※1 09541- 550 500 72201- 1,700 1,545 ● ●

リフロー

英会話タイムトライアル A2 新作 09105- 550 500 72075- 1,700 1,545 ● ●

高校生からはじめる「現代英語」 B1-B2 新作 09535- 550 500 72195- 1,590 1,445 ● ●
リフロー

ラジオビジネス英語 B2-C1 新作 再放送 08825- 550 500 72073- 1,700 1,545 ● ●
リフロー

エンジョイ・シンプル・イングリッシュ A2-B1 新作 再放送 09515- 580 527 ●
リフロー

毎月
16日 テレビ

囲碁講座 09189- 600 545 ●

将棋講座 09191- 600 545 ●

毎月
18日

ラジオ

まいにちドイツ語 入門編 再放送 新作
09109- 580 527 72077- 1,700 1,545 ● ●

応用編 再放送 再放送 新作

まいにちフランス語 入門編 新作 再放送
09113- 580 527 72079- 1,700 1,545 ● ●

応用編 再放送 再放送 新作

まいにちスペイン語 入門・初級編 新作 再放送
09145- 580 527 72087- 1,700 1,545 ● ●

応用編 再放送 新作

まいにちイタリア語 入門編 新作 再放送
09159- 580 527 72089- 1,700 1,545 ● ●

応用編 再放送 新作 新作

まいにち中国語 新作 再放送 09101- 580 527 72081- 1,700 1,545 ● ●

まいにちハングル講座 新作 再放送 09277- 580 527 72083- 1,700 1,545 ● ●

ステップアップハングル講座 新作 新作 再放送 再放送 09555- 580 527 72211- 1,590 1,445 ● ●

まいにちロシア語 入門編 新作 再放送
09147- 580 527 72085- 1,700 1,545 ● ●

応用編 再放送 新作

テレビ

もっと伝わる！　即レス英会話 A1  新作 未定※2 09545- 580 527 ●

旅するためのドイツ語 再放送 新作 09527- 660 600 ●

旅するためのフランス語 再放送 新作 09529- 660 600 ●

旅するためのスペイン語 再放送 新作 09533- 660 600 ●

旅するためのイタリア語 再放送 新作 09531- 660 600 ●

テレビで中国語 新作 09289- 580 527 ●

テレビでハングル講座 新作 09193- 580 527 ●

NHKハングル講座　
書いてマスター！ハングル練習帳*

09435- 580 527

奇数月
18日

ラジオ
／テレビ みんなのうた 08459- 550 500 ●

年4回
（3、6、9、

12月）

テレビ 知りたガールと学ボーイ A1 再放送 09549- 990 900 ●

ラジオ NHK語学テキスト　音声ダウンロードチケット
1枚 72197- 990 900

3枚組 未定 2,400 2,182

年2回
（3、6月）

ラジオ ステップアップ中国語 再放送 再放送 再放送 再放送 62132-※3 880 800 72207- 2,690 2,445 ● ●

テレビ アラビーヤ・シャベリーヤ！ 再放送 再放送 再放送 再放送 62132-※4 880 800 ●

年2回
（3、9月） ラジオ

アラビア語講座 再放送 再放送 62132-※5 880 800 72117- 2,690 2,445 ●

ポルトガル語講座　入門／ステップアップ 入門
再放送

ステップアップ　
新作 62132-※6 580 527 70052- 2,000 1,818 ●

年1回
（3月） テレビ ロシアゴスキー 再放送 再放送 再放送 再放送 62132- 1,210 1,100 ●

レベル

 ［  創刊情報  ］  
創刊誌は以下のとおりです。
「中高生の基礎英語 in English（テキスト・CD）」
「ステップアップハングル講座（テキスト・CD）」
「〔３枚組〕ＮＨＫ語学テキスト　音声ダウンロードチケット」

 ［  誌名変更情報  ］  
以下は誌名変更扱いです。雑誌コードは継続します。
「基礎英語0」→「小学生の基礎英語」
「基礎英語1」→「中学生の基礎英語　レベル1」
「基礎英語2」→「中学生の基礎英語　レベル2」
「実践ビジネス英語（テキスト・CD）」→「ラジオビジネス英語（テキスト・CD）」

 ［  仕様変更情報  ］  
・ 昨年度までのCD付きテキストは別売CD2枚組になります。
・「NHK短歌」の付録「短歌手帖」は、4月号のみから、4・10月号の
年2回に増えます。

 ［  刊行月変更情報  ］  
・「知りたガールと学ボーイ」は月刊から年４回の刊行に変更となり
ます。

・「ステップアップ中国語（テキスト・CD）」は月刊から年2回刊行のムッ
クに変更となります。テキストは雑誌コードも変更となります。

・「ポルトガル語講座　入門／ステップアップ」は、年1回から年2回
の刊行に変更となります。

 ［  休刊情報  ］  
「基礎英語3」「基礎英語1・2・3（CD付き）」「入門ビジネス英語（テ
キスト・CD）」は休刊いたします。

2021年度 NHKテキスト ラインナップ

* は放送テキストではありません。 ※1、2　後期は新作（新番組）予定　
※3、4、5、6　2021年度の途中でコード繰り上がり予定

● テキスト電子版は権利処理の都合上、一部のページが掲載できない場合がございます。
● 一部地域では発売日が異なります。　● 単位＝円

黄色のマーカー部分は定価・価格が改定されたものです。（創刊・復刊・改題のものを含む）

発売日 ラジオ／
テレビ 誌名

テキスト 音
声
チ
ケ

電
子
版雑誌

コード
定価
・価格 本体

毎月
20日

テレビ

NHK　俳句　4・10月号は別冊付録つき・ 特別定価750円（本体682円） 09271- 700 636 ●

NHK　短歌　4・10月号は別冊付録つき・ 特別定価780円（本体709円） 09173- 730 664 ●

毎月
21日

きょうの料理 06461- 590 536 ●

きょうの料理ビギナーズ 12039- 550 500 ●

すてきにハンドメイド 09467- 660 600 ●

趣味の園芸 06457- 640 582 ●

きょうの健康 16491- 590 536 ●

奇数月
21日 趣味の園芸　やさいの時間 16501- 913 830 ●

毎月
25日頃

100分de名著 62231- 600 545 ●
リフロー

まる得マガジン 68273- 660 600 ●

奇数月
25日頃

趣味どきっ！　月曜日 62288- 1,210ほか 1,100ほか ●

趣味どきっ！　火曜日 62288- 1,210ほか 1,100ほか ●

趣味どきっ！　水曜日 62288- 1,210ほか 1,100ほか ●

年4回
（3、6、9、12月） ラジオ こころをよむ 69110- 880 800 ●

リフロー

年2回
（3、6月） テレビ みんなの手話 69110- 440 400 ●

年2回
（3、9月） ラジオ

社会福祉セミナー 69110- 825 750 ●

カルチャーラジオ　漢詩をよむ 69110- 880 800 ●

宗教の時間* 69110- 1,045 950

NHKアナウンサーとともに　ことば力アップ 69110- 880 800 ●

年1回
（3月） テレビ こころの時代　～宗教の時間～* 69110- 1,045 950

ご案内した内容は変更になる場合があります。
より詳しい内容は3月上旬に配布予定の
「2021NHKテキストナビ」をご覧ください。



S C H E D U L E  2 0 2 1
2021年NHKテキスト年間スケジュール

語
学
テ
キ
ス
ト

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

テ
キ
ス
ト

家
庭
・
趣
味
テ
キ
ス
ト

フ
ェ
ア

SNS ご注文 お問い合わせ

3講座（ラジオ英会話・入門ビジネス
英語・実践ビジネス英語）が学び放
題になる語学学習サービス

NHKのラジオ講座がパソコンやスマートフォンでもお聴きいただけます。
詳しくはそれぞれのHPなどをご覧ください。

SNSでもお役立ち情報を発信中です！
Twitter 
@nhkpb_shoten

Facebook
http://facebook.com/gogakucafe

LINE
アカウント名：NHKテキスト

NHK出版　書店受注センター NHK出版 セールス・プロモーション部

TEL 044-829-3600
（午前9：30～午後5：30　土日・祝日を除く）

FAX 044-811-9436

内容につきましては変更になる場合がございますのでご了承ください（2021年1月現在の情報です）。

〒 150-8081 東京都渋谷区宇田川町 41-1

TEL 03-3780-3543
FAX 03-3780-3397

定期購読獲得コンクール

語学テキスト購読マラソン

語学テキスト
新講座スタート

基礎英語
 （夏期復習）

語学後期
スタート

新年
増売

後期定期購読推進

飾りつけコンクール

ＮＨＫ俳句・短歌
別冊付録

ＮＨＫ俳句・短歌
別冊付録

囲碁・将棋
後期スタート

やさいの時間
（夏野菜スタート）

やさいの時間
（秋作の準備）

趣味の園芸
（バラ・園芸シーズン）

すてきにハンドメイド
（編みものシーズン）

すてきにハンドメイド
（ソーイング特集）

きょうの料理
（梅干し・保存食）

きょうの料理
（正月料理）

語学書棚用セット 夏の100分de名著フェア 学びのきほん
フェア

春の園芸書フェア イキイキ！シニアフェア お家で心頭滅却！？フェア 秋を“よむ ”
教養の秋フェア

年賀状・お掃除
フェア

新年度
スタート

音声ダウンロードチケット
春号販売

音声ダウンロードチケット
夏号販売

音声ダウンロードチケット
秋号販売入替 入替 入替

ポケット語学

INFORMATION

語学プレーヤー

学習用
アプリで！

らじる★らじる

リアル
タイムで！

NHKゴガク

聴きたい
ときに！


