
オンライン日本語学習
初心者から上級者まで動画で学べる

―  JLPT 日本語能力試験対応 eラーニング教材  ―
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ひらがなとカタカナの書き順

日本語発音基礎

N5 の学習にすすむ前に習得すべき内容です。

JLPT レベルチェックテスト 最初に受験することで、どのコースから学
習を開始すればよいかがわかります。

必要を感じたタイミングで開始することがで
きます。

N5 の合格を目指す人は、これらのコースを
順に学習します。

N4 の合格を目指す人は、これらのコースを
順に学習します。

N3 の合格を目指す人は、これらのコースを
順に学習します。

N2 の合格を目指す人は、これらのコースを
順に学習します。

N1 の合格を目指す人は、これらのコースを
順に学習します。

働く現場で使える、ビジネス日本語を学習
します。初級は N4 程度、中級は N3 程度の
日本語力があると学習がスムーズです。

日本式ビジネスマナーが学べます。母国語
字幕付きなので、いつでも視聴可能です。

中級ビジネス日本語
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言語知識

JLPT レベルチェックテスト
このテストを受けることで、現在の自分の日本語レベルが
わかります。なぜこれを最初に受けるのかというと、例え
ば N3 の教材の知識を完璧に覚えても、N5 や N4 の文法
や語彙が曖昧だと、N3 に合格できないかもしれません。
現在の自分のレベルを認識できれば、必要であれば下位レ
ベルから復習をして、合格の確率をあげることができます。

レベルチェックテストは「言語知識」と「聴解」の 2種類あります。

問題文を読んで、答えを選択します。

2 種類のテスト

最初に受験しよう！

「聴解」の注意
この聴解問題は、何度も音声を再生できますが、本試験では音声は 1 回しか再生されま
せん。正確に実力を測るなら、1 度だけ聞いて解答するようにしましょう。

聴解

「言語知識」と「聴解」の 2 種類のレ
ベルチェックテストは、N5 から N1 に
分かれています。これを N5 から順に
すべてを受験します。

受験の順番

音声を聞いて、答えを選択します。

N5( 言語知識 )
N4( 言語知識 )
N3( 言語知識 )
N2( 言語知識 )
N1( 言語知識 )

N5( 聴解 )
N4( 聴解 )
N3( 聴解 )
N2( 聴解 )
N1( 聴解 )



「入門編」と「漢字編」を受講しましょう。書くことも苦手な場合は「ひらがなとカタカナの書き順」
「N5レベルの漢字の書き順」も受講しましょう。

必要時間
約 30分※

・習得したはずのレベルの知識でも忘れているかもしれない。
・日本語学習にブランクがあり、現在のレベルが明確ではない。

全ての問題の答えを選択し終
わったら「Judgement」ボタン
をクリックします。

「Passed」なら合格。「Failure」
なら不合格です。

各テストの合否判定

すべての合否判定ができたら学習するコースがわかる！

※ 個人によって異なります。

「日本語能力試験  N5 コース」から開始し「JLPT N5 完全解説ドリル」「日本語能力試験模擬試験 
N5」の順に受講しましょう。

「N5( 言語知識 )」と「N5( 聴解 )」両方不合格、またはどちらか不合格の場合
ひらがな・カタカナ・漢字がわからなかった人

ひらがな・カタカナ・漢字はわかる人

「N4( 言語知識 )」と「N4( 聴解 )」両方不合格、またはどちらか不合格の場合

特に受験すべき人

「日本語能力試験  N4 コース」から開始し「JLPT N4 完全解説ドリル」「日本語能力試験模擬試験 
N4」の順に受講しましょう。

「N3( 言語知識 )」と「N3( 聴解 )」両方不合格、またはどちらか不合格の場合
「日本語能力試験  N3 コース」から開始し「JLPT N3 完全解説ドリル」「日本語能力試験模擬試験 
N3」の順に受講しましょう。

「N2( 言語知識 )」と「N2( 聴解 )」両方不合格、またはどちらか不合格の場合
「日本語能力試験  N2 コース」から開始し「JLPT N2 完全解説ドリル」「日本語能力試験模擬試験 
N2」の順に受講しましょう。

「N1( 言語知識 )」と「N1( 聴解 )」両方不合格、またはどちらか不合格の場合
「日本語能力試験  N1 コース」から開始し「JLPT N1 完全解説ドリル」「日本語能力試験模擬試験 
N1」の順に受講しましょう。

「N1( 言語知識 )」と「N1( 聴解 )」両方合格の場合
「日本語能力試験  N1 コース」「JLPT N1 完全解説ドリル」「日本語能力試験模擬試験 N1」を利用し
てさらに学習しましょう。



映像で学習を開始する前に、副読本 PDF を全
てダウンロードしておきましょう。プリンタが
ある場合は印刷しておきます。映像内で学んだ
単語や日常会話の復習や、ひらがな・カタカナ
の書き取りができます。

副読本 PDFを活用しよう！

ここで習う文字（行）
を確認します。基本的
には２行ずつ学習して
いきます。

習う文字の発音を学び
ます。講師の発声のあ
とに発声しましょう。
何度も練習しましょう。

文字の書き方を学びま
す。印刷した書き取り
用紙を使って何度も練
習しましょう。

ここまで習った文字を
組み合わせた単語を学
びます。書き取りと発
声をしましょう。

ここまで習った文字を
使った単語を講師が発
音します。その単語を
紙に書きましょう。

ここまで習った文字を
使った単語を講師が書
きます。その単語を発
声しましょう。

ひらがな・カタカナそ
れぞれの学習の終盤で
は、日常会話も学習し
ます。

入門編
本格的に日本語能力試験 (JLPT)N5 の学習に入る前の教材
で、ひらがなとカタカナを習得します。加えて簡単な日常
会話と表現についても習得することができます。ここが日
本語学習のスタート地点です。頑張ってください！

講師：安藤 亜樹おおまかな学習の流れ

ひらがなとカタカナの 50音と音節は、
N5学習にすすむ前に必須となります。
何度も復習してすべて習得しましょう！

ひらがな/カタカナの50音を習得
行の確認

発音

書き方

単語

聞き取りと
書き取り

読み取りと
発声

日本語の音節である、
長 音、撥 音、促 音、
拗音と、アクセント
について解説します。

朝・昼・夜、寝る前、
別れ、食前食後、謝
る時など、さまざま
な挨拶を学びます。

日本語の音節を習得
音節

全12課
オンライン日本語

あいさつの会話と表現
会話

日常会話

1 2

3



各課タイトルリスト

映像再生時間
約 5時間 38分※

第 1 課：あ行とか行　ひらがなの発音と書き方
Lesson 1: あ row and か row (Japanese hiragana pronunciation and writing)

第 2 課：さ行とた行　ひらがなの発音と書き方
Lesson 2: さ row and た row (Japanese hiragana pronunciation and writing)

第 3 課：な行とは行　ひらがなの発音と書き方
Lesson 3: な row and は row (Japanese hiragana pronunciation and writing)

第 4 課：ま行、や行、ら行、わ、を、ん　ひらがなの発音と書き方
Lesson 4: ま row, や row, ら row, and わ , を , ん
                  (Japanese hiragana pronunciation and writing)

第 5 課：濁音と半濁音　ひらがな
Lesson 5: Voiced sound and P-sound (Japanese hiragana)

第 6 課：ア行とカ行　カタカナの発音と書き方
Lesson 6: ア row and カ row (Japanese katakana pronunciation and writing)

第 7 課：サ行とタ行　カタカナの発音と書き方
Lesson 7: サ row and タ row (Japanese katakana pronunciation and writing)

第 8 課：ナ行とハ行　カタカナの発音と書き方
Lesson 8: ナ row and ハ row (Japanese katakana pronunciation and writing)

第 9 課：マ行、ヤ行、ラ行、ワ、ヲ、ン　カタカナの発音と書き方
Lesson 9: マ row, ヤ row, ラ row, and ワ , ヲ , ン
                  (Japanese katakana pronunciation and writing)

第 10 課：濁音と半濁音　カタカナ
Lesson 10: Voiced sound and P-sound  (Japanese katakana)

第 11 課：長音、撥音、促音、拗音、アクセント
Lesson 11: Long vowels, Nasal consonant, Double consonants, 
                   Contracted sounds, and Accents

第 12 課：あいさつの会話と表現
Lesson 12: Greeting Conversations and Expressions

※ 学習時間は 5 ～ 10 倍程度かかります ( 習得には個人差があります )

わかり易さのポイント
ナレーション全てに英語字幕が入っているので、日本語学習が初めての方でも気軽に勉強がで
きます。プリントして何度でも使える書き取り練習テキストの PDF ファイルも付属しているの
で、ひらかなとカタカナを書く練習をすることができます。

習得すると…                           ひらがなとカタカナがわかるようになり、
簡単な日常会話と表現もわかるようになります。



わかり易さのポイント
書き順がアニメーションで表示
されるので初心者でもわかりや
すいです。シンプルな構成で、
テンポよく次の文字が表示され
るので、書き順の習得のみに集
中して取り組むことができます。

学習方法

書き取り用紙が PDF で付いていま
す。映像で学習を開始する前に、ダ
ウンロードして、プリンタがある場
合は印刷しておきましょう。映像を
見ながら一時停止をして、書き取り
用紙で何度も練習しましょう。

書き取り用紙 (PDF) を活用しよう！

ひらがなとカタカナの書き順
ひらがなとカタカナの書き順を学びます。ひらがなとカタ
カナはずっと使いますから、ここで正しい書き順をしっか
りと覚えておきましょう。すでに習得している場合も、間
違いがないか今一度確認すると良いでしょう。

オンライン日本語

まず、すべての書き順が表示される
ので、順番を把握します。そしてア
ニメーションで書き順が示されま
す。そうしたら、一時停止して実際
に紙に書き取りをしましょう。完全
に覚えたら次の文字に進みましょ
う。全ての文字を覚えたら、もう一
度全体を通して復習しましょう。

ひらがなとカタカナのリスト

映像再生時間
約 41分※

※ 学習時間は 5 ～ 10 倍程度かかります ( 習得には個人差があります )



ここは空白ページです。
次ページを表示してください。



1 音ずつ発声の仕方を
学びます。発声する際
の口の形などについて
詳しく説明しています。

ここまで習った、ひら
がな／カタカナを用い
たいくつかの代表的な
単語で、発音練習をし
ます。

単語のアクセントについ
ても説明していますの
で、講師の発音に続いて、
実際に発音しましょう。

日本語発音基礎
日本語の基本である、ひらがなとカタカナの正しい発音と、
日本語発音のルールが習得できます。実際に会話をする場
合は、きれいな発音ができるとスムーズでより良いコミュ
ニケーションをとることができます。

おおまかな学習の流れ
ひらがな/カタカナの50音の発音

のばす音は長音と言
い、カタカナの後に
横線を入れ、同じ母
音を 1 拍長く発音し
ます。しっかりとの
ばして発音しないと
違う意味の言葉にな
ることがあります。

日本語の長音
長音（のばす音）を学ぶ

全11課
オンライン日本語

1 3

促音には具体的な音
はなく、後が「こ」だっ
たら k、「ぐ」だった
ら g となります。そ
の無音状態の時間を
十分に 1 拍分取りま
す。

日本語の促音
促音（小さい「っ」）を学ぶ
4

日本語のアクセント
は、他の言語と違う
特徴が多くあり、い
くつかのルールや決
まりがあります。少
し難しいですが、頑
張って覚えましょう。

日本語のアクセント
アクセントの特徴を学ぶ
5

講師：上谷 梢栄

発音の方法（口の形）

発音練習

拍 ( 音の長さ ) の感覚は
とても重要です。拍が
しっかりと分かると、
日本語のレベルが更に
上がります。

拍の数は、基本的にひ
らがなの数と同じです
が、例外もあります。
しっかり覚えましょう。

日本語の拍2
拍（音の長さ）を学ぶ

※この教材は、初学者がひらがなとカタカナの50音の読み書きと一緒に学習しても良いですが、
　自分が必要と思ったタイミングで学習を開始しても良いです。



各課タイトルリスト

映像再生時間
約 5時間 7分※

第 1 課  あ行とか行 　発音と口の形、アクセント
Lesson 1  あ row and か row  Pronunciation, mouth shape and accent

第 2 課 さ行とた行　発音と口の形、アクセント
Lesson 2  さ row and た row  Pronunciation, mouth shape and accent

第 3 課  な行とは行　発音と口の形、アクセント
Lesson 3  な row and は row  Pronunciation, mouth shape and accent

第 4 課　ま行とや行　発音と口の形、アクセント
Lesson 4  ま row and や row  Pronunciation, mouth shape and accent

第 5 課　ら行とわ行　発音と口の形、アクセント
Lesson 5  ま row and や row  Pronunciation, mouth shape and accent

第 6 課　濁音と半濁音　が行・ざ行・だ行　　発音と口の形、アクセント
Lesson 6  Voiced sound and P-sound が row, ざ row and だ row  Pronunciation, mouth shape and accent

第 7 課　濁音と半濁音　ば行・ぱ行　発音と口の形、アクセント
Lesson 7  Voiced sound and P-sound ば row, ぱ row  Pronunciation, mouth shape and accent

第 8 課  日本語の拍   　
Lesson 8  Japanese mora (the length of a sound)

第 9 課　日本語の長音
Lesson 9  Japanese long vowel

第 10 課 日本語の促音
Lesson 10  Japanese syllabic nasal

第 11 課 日本語のアクセントの特徴
Lesson 11  Japanese accent’ s features 

※ 学習時間は 5 ～ 10 倍程度かかります ( 習得には個人差があります )

わかり易さのポイント
ナレーション全てに英語字幕が入っているので、日本語学習が初めての方でも気軽に勉強がで
きます。この教材は、初学者がひらがなとカタカナの 50 音の読み書きと一緒に学習しても良
いですが、自分が必要と思ったタイミングで学習を開始しても良いです。

習得すると…                           正しい発音と、日本語発音のルールがわかり、
スムーズでより良いコミュニケーションをとることができます。



映像で学習を開始する前に、副
読本 PDF を全てダウンロード
しておきましょう。プリンタが
ある場合は印刷しておきます。
映像内で学んだ漢字の書き取り
ができます。

副読本 PDFを活用しよう！

漢字の使用例を解説しています。どのように
使われるか、よく理解しましょう。

下線が引かれたひらがなの漢字を書きます。
紙を用意してチャレンジしましょう。

漢字の音読みと訓読みを確認します。講師に
続いて発声しましょう。

書き順を学びます。何度も書き取りをして覚
えましょう。

漢字の成り立ちを学びます。複雑な漢字も成
り立ちを知ると、覚えやすくなります。

Ｎ5  漢字編
日本の漢字というものがどういうものかを学びます。ここ
では N5 レベルで使われる漢字で解説します。漢字の成り
立ちや、正しい書き方や、音読みと訓読みの違いがわかり
ます。最初に漢字を正しく理解しておくことで、今後の学
習をスムーズに進めることができます。

講師：安藤 亜樹

音読み・訓読み

書き方

成り立ち

全9課
オンライン日本語

すべての漢字の学習の流れは下記のようになります。映像視聴中は、積極的に発声や書
き取りをしましょう。

おおまかな学習の流れ

1

2

使用例

練習問題

4

5

3



各課タイトルリスト

映像再生時間
約 6時間 38分※

第 1 課 : 絵からできた漢字
Lesson 1：Kanji coming from pictures
“山” , “川” , “天” , “気” , “田” , “雨”

第 2 課 : 数字
Lesson 2：Numbers
“一” , “二” , “三” , “四” , “五” , “六” 七” , “八” , 九” , 十” , “千” , “万” , “円”

第 3 課 : 方向
Lesson 3：Directions
“前” , “後” , “左” , “右” , “上” , “下”

第 4 課 : 人の体と人を表す漢字
Lesson 4：Kanji that represent the human body and people
“目” , “口” , “耳” , “手” , “足” , “力” , “父” , “母” , “男” , “女” , “子” , “人” , “名”

第 5 課 : 曜日、学校でよく使われる漢字
Lesson 5：Days, and Kanji that are often used at school
“月” , “火” , “水” , “木” , “金” , “土” , “日” “先” , “生” , “学” , “校” , “本” , “友”

第 6 課 : 時間を表す漢字
Lesson 6：Kanji of time
“年” , “毎” , “時” , “分” , “午” , “間” , “今” , “半” , “週” , “朝” , “昼” , “夕” , “夜”

第 7 課 : 基本的な形容詞
Lesson 7：Basic adjective
“高” , “大” , “中” , “小” , “長” , “白” , “安” , “新” , “古” , “多” , “少” , “早”

第 8 課 : 基本的な動詞
Lesson 8：Basic Verb
“言” , “話” , “語” , “読” , “書” , “見” , “聞” , “行” , “来” , “出” , “入” , “食” , “飲” ,
“立” , “休” , “買”

第 9 課 : 基本的な名詞
Lesson 9：Basic Noun
“電” , “車” , “門” , “馬” , “魚” , “道” , “会” , “社” , “店” , “駅” , “花” , “家” , “何” ,
“外” , “国” , “方” , “英”

※ 学習時間は 5 ～ 10 倍程度かかります ( 習得には個人差があります )

わかり易さのポイント
ナレーション全てに英語字幕が入っているので、日本語学習が初めての方でも気軽に勉強がで
きます。プリントして何度でも使える書き取り練習テキストの PDF ファイルも付属しているの
で、漢字を書く練習をすることができます。

習得すると…                           N5 レベルで使用される漢字を習得できます。
日常生活でよく使う漢字の読み書きができるようになります。



わかり易さのポイント
書き順がアニメーションで表示
されるので初心者でもわかりや
すいです。シンプルな構成で、
テンポよく次の文字が表示され
るので、書き順の習得のみに集
中して取り組むことができます。

学習方法

書き取り用紙が PDF で付いていま
す。映像で学習を開始する前に、ダ
ウンロードして、プリンタがある場
合は印刷しておきましょう。映像を
見ながら一時停止をして、書き取り
用紙で何度も練習しましょう。

書き取り用紙 (PDF) を活用しよう！

N5 レベルの漢字の書き順
N5 レベルの漢字の書き順を学びます。漢字の書き順には
ルールがあります。ここで正しい書き順をしっかりと覚え
て、基本としましょう。すでに習得している場合も、間違
いがないか今一度確認すると良いでしょう。

オンライン日本語

まず、すべての書き順が表示される
ので、順番を把握します。そしてア
ニメーションで書き順が示されま
す。そうしたら、一時停止して実際
に紙に書き取りをしましょう。完全
に覚えたら次の文字に進みましょ
う。全ての文字を覚えたら、もう一
度全体を通して復習しましょう。

N5レベルの漢字のリスト

映像再生時間
約 38分※

※ 学習時間は 5 ～ 10 倍程度かかります ( 習得には個人差があります )



ここは空白ページです。
次ページを表示してください。



次の課へこの課を復習

小テストでは、その課で学んだ内容が身に付い
ているかが試されます。必ず受けましょう。間
違ってしまった語彙や文法があったら、わから
ないままにせず、すぐに語彙リストや文法リス
トを確認して、対象の映像を見直しましょう。

小テストは必ず受けて、間違
えた所は必ず復習しよう！

映像で学習を開始する前に、副読本 PDF を全
てダウンロードしておきましょう。プリンタが
ある場合は印刷しておきます。映像を視聴しな
がら自分で理解しやすくペンを入れると学習効
果が高まります。後から復習にも使えます。

副読本 PDFを活用しよう！

小テスト小テスト

この課で達成すべきこと
が２～３点提示されます。
念頭において学習を開始
しましょう。

この課でどういったシー
ンで活用される日本語が
学べるのかを、実写の寸
劇で見ることができます。

50 ～ 70 個の語彙と用法
を覚えます。リストは
PDF でもあるので、覚え
るまで何度も復習しま
しょう。

日本語の様々な表現を学
びます。イラストが多め
なので分かりやすい内容
になっています。

5 ～ 10 個の文法を学び
ます。文法の紹介の後、
いくつかの例文で解説を
しています。例文はシャ
ドーイングできるので、
十分に練習しましょう。

日本語能力試験  N5 コース
N5 は日本語能力試験 (JLPT) の中で一番難易度の低いレベ
ルですが、ひらがな・カタカナを全て習得し、更に漢字を
理解している必要があります。最初のレベルだからこそ覚
えることが多いですが、基礎が重要です。頑張って下さい！

講師：安藤 亜樹
N5コースは全 15課あります。それぞれの課の構成は同じ
で、おおまかには下記のような流れになっています。

目標

会話

語彙

表現

文法

結果が悪い 結果が良い
（出来れば満点）

・各課副読本
・語彙リスト
・文法リスト

全15課
外国人のための



各課タイトルリスト

映像再生時間
約 21時間 6分※

第 1 課　 わたしは　がくせいです。
Lesson 1　I am a student.

第 2 課　この　ひとは　だれですか。
Lesson 2　Who is this person?

第 3 課  かいぎしつは　どこに　ありますか。
Lesson 3　Where is the meeting room?

第 4 課  デパートは　なんじから　なんじまでですか。
Lesson 4　From what time to what time is the department store open?

第 5 課  かようびに　ひろしまへ　いきます。
Lesson 5　I will go to Hiroshima on Tuesday.

第 6 課  あきはばらまで　どうやって　行きましたか。
Lesson 6　How did you go to Akihabara?

第 7 課  いっしょに　スキーに　行きませんか。
Lesson 7　Would you like to go to skiing together?

第 8 課  今週は　あまり　さむくないです。
Lesson 8　It is not very cold this week.

第 9 課  この店は　おいしくて、とても　有名ですよ。
Lesson 9　This restaurant is delicious and very famous.

第 10 課  あきはばらへ　まんがを　買いに　行きます。
Lesson 10　I will go to Akihabara to buy comic books.

第 11 課  あんどうさんは　電話を　かけています。
Lesson 11　Miss Ando is talking on the phone.

第 12 課  明日の　天気を　しらべるね。
Lesson 12　I will check tomorrow's weather.

第 13 課  わたしは　新しいくつを　買いたいです。
Lesson 13　I want to buy new shoes.

第 14 課  ごご 7 時に　駅に　来てください。
Lesson 14　Please come to the station at 7:00 p.m.

第 15 課  昨日　としょかんに　本を 返すことが　できませんでした。　
Lesson 15　I couldn't return the book to the library yesterday.

※ 学習時間は 5 ～ 10 倍程度かかります ( 習得には個人差があります )

わかり易さのポイント
ナレーション全てに英語字幕が入っているので、日本語学習が初めての方でも気軽に勉強がで
きます。さらに、漢字に馴染みが無い国の方でも勉強ができるように、第 1 課から第 3 課はす
べての日本語にはローマ字を表記し、すべての課の例文には英語を併記しています。

習得すると…                           基本的な日本語をある程度理解することが
できるようになります。



講師：上谷 梢栄

問題用紙、聴解スクリプト、正答表が
PDF で付属します。特に問題用紙は
問題を見返す際にとても便利なので、
視聴前に印刷をしておきましょう。

付属の PDFを活用しよう！

JLPT N5 完全解説ドリル
このコースは日本語能力試験 N5 の解説映像教材です。
N5 公式試験と同様の出題形式をたくさん練習できます。
そして試験の解答ポイントを学べます。自分の弱点や苦手
なところを見つけて、繰り返し学習をしましょう。

試験の流れを把握するためにも、模擬試験にチャレンジす
る前に視聴されることをオススメします。

まずは JLPT( 日本語能力試験 ) N5 の
科目ごとの解答時間や合否判定につい
て解説します。特に基準点については、
よく理解しておきましょう。

JLPT  N5 について

映像再生時間
約 1時間 54分※

※ 学習時間は 5 ～ 10 倍程度かかります ( 習得には個人差があります )

オンライン日本語

わかり易さのポイント
ナレーション全てに英語字幕が入って
いるので、外国人日本語学習者が気軽
に勉強できます。さらに漢字の上に、
ひらがなのルビが振られています。

ひらがなやカタカナ、日常生活で用い
られる基本的な漢字をテストします。
N5 レベルの語彙や漢字の理解力が試
されます。

言語知識（文字・語彙）

文法は文法形式の正しい理解、そして
意味が通る文を作ることができるこ
と。読解は日常的な話題や場面の文章
を理解できるかどうかが試されます。

言語知識（文法）・読解

聴解は一番難しいと言われますが、練
習をして出題形式に慣れれば、解ける
ようになります。本試験では一度しか
音声が流れないので注意が必要です。

聴解



ここは空白ページです。
次ページを表示してください。



印刷版

日本語能力試験模擬試験 N5
日本語能力試験 N5 レベルに達しているかどうか、本番の
N5 試験と同じ形式の問題でテストできます。N5 の学習
が完了した人は、習得できているか確認のためにも受けま
しょう。もちろんN5の試験を控えている人にも最適です。

N5 の模擬試験は６回分あるので、効果的なタイミングで受けましょう。
上記は一例ですが、復習を挟んである程度間を空けると良いでしょう。

印刷する本番タイプと、その場でクイズ形式で受けれるタイプがあります。

※ 印刷版は 1セット目のみ、オンラインクイズ版は１セット目も２セット目もあります。

※ 

PDF を印刷できる環境がある場合

N5の学習を一通り全て終えたあと。

1回目で間違えた苦手部分を十分に復習したあと。

本番の試験の少し前の時期に（復習の余裕をもって）。

選べる２タイプのテスト形式

N5模擬試験を受けるタイミング(例 )

全3回
オンライン日本語

特徴
問題文を紙で見て、マークシートで回答
するので、本番環境と同じ状態を体験す
ることができます。ただし、採点は自分
でしなければなりません。聴解問題のみ
オンライン上で映像で出題されます。

1 回目

2回目

3～６回目

特徴

N5模擬試験の必要時間 N5模擬試験の制限時間

オンライン上でそのままクイズを解いて
いくだけです。時間制限があり、採点は
自動です。ただしシステムの都合上、一
部の採点方法が独自となりますので、結
果はあくまで参考程度としてください。

オンラインクイズ版
PDF を印刷できる環境がない場合

公式の時間設定になります。 システムの都合上、時間や配分が異なっています。

言語知識 ( 文字・語彙 )
言語知識 ( 文法 )・読解
聴解

25 分
50 分
30 分

言語知識 ( 文字・語彙・文法 )
読解
聴解

40 分
43 分
35 分

×２セット



印刷版

必要時間
約 2時間×6回※

                           模擬試験の結果によって自分の苦手がわか
ります。本試験までに可能な限り、3回分を受けましょう。

N5模擬試験の合否判定

学習者は自分で正解表でチェックをして、採点表で
合否を確認します。聴解の文章は復習に役立ちます。

すべての PDF をダウンロードして印刷し、
マークシートに答えを記入していきます。

本番に慣れておきたい！

正解表 聴解スクリプト

問題用紙解答用紙（マークシート）

聴解問題

注：聴解問題のみ、オンラインの映像で出題されます。

採点表

オンライン版

各採点画面では間違えた問題がわかるので、クリッ
クして内容を確認しましょう。

3 種のテストの合計が 80 点以上で合格です。
ただし、3 種のテストそれぞれの点数が基準点
を満たすことが条件になります。

言語知識 ( 文字・語彙・文法 )
読解
聴解

31 点
8 点

19 点

オンライン上でクイズに答えていきます。クイ
ズは３種に分かれていて個別に採点されます。

言語知識 読解

聴解

手軽にチャレンジ！

採点画面 確認画面

80 点以上で合格です。
ただし、2 分野それぞれの点数が基準点を満た
すことが条件になります。

言語知識 ( 文字・語彙・文法 )＋読解

聴解

38 点

19 点

必ず受けよう！

N5模擬試験の合否判定

※ 実際の必要時間は左ページ下部をご覧ください。



映像で学習を開始する前に、副
読本 PDF を全てダウンロード
しておきましょう。プリンタが
ある場合は印刷しておきます。
映像内で学んだ漢字の書き取り
ができます。

副読本 PDFを活用しよう！

練習問題で漢字の読み方を確認しましょう。

例文での漢字の読み方を確認しましょう。

漢字の音読みと訓読みを確認します。講師に
続いて発声しましょう。

書き順を学びます。何度も書き取りをして覚
えましょう。

その漢字の使用例を解説します。

Ｎ4  漢字編
ここでは N4 レベルで使われる漢字を解説します。漢字の
音読みと訓読み、正しい書き方、使用例がわかります。ま
た、練習問題で例文を用いた漢字の読み方を確認すること
ができます。N4 の学習の前にある程度覚えておくとＮ４
の学習をスムーズに進めることができます。

講師：二階堂 絵美

音読み・訓読み

書き方

漢字の使用例

全14課
オンライン日本語

すべての漢字の学習の流れは下記のようになります。映像視聴中は、積極的に発声や書
き取りをしましょう。

おおまかな学習の流れ

1

2

練習問題 1

練習問題 2

4

5

3



各課タイトルリスト

映像再生時間
約 13時間 5分※

第 1 課：会社　　　Lesson 1：Company
“会” , “川” , “員” , “曜”，“作” , “業” , “始” , “終”，“建” , “物” , “工” , “場”

第 2 課：勉強　　　Lesson 2：Study
“勉” , “強” , “教” , “育”，“漢” , “字” , “試” , “験”，“質” , “問” , “答” , “習”

第 3 課：家族 　　　Lesson 3：Family
“家” , “族” , “住” , “所”，“親” , “私” , “兄” , “弟”，“姉” , “妹” , “仕” , “事”

第 4 課：食事　　　Lesson 4：Meal
“朝” , “飯” , “昼” , “夕”，“茶” , “飲” , “料” , “理”，“堂” , “味” , “肉” , “魚”

第 5 課：買い物　　　Lesson 5：Shopping
“買” , “売” , “洋” , “服”，“屋” , “店” , “品” , “安”，“注” , “文” , “着” , “多”

第 6 課：病院　　　Lesson 6：Hospital
“病” , “院” , “熱” , “通”，“体” , “悪” , “頭” , “痛”，“医” , “者” , “室” , “元”

第 7 課：旅行　　　Lesson 7：Travel
“旅” , “海” , “計” , “画”，“目” , “的” , “古” , “町”，“地” , “図” , “持” , “道”

第 8 課：休日　　　Lesson 8：Day Off
“近” , “走” , “犬” , “歩”，“音” , “楽” , “知” , “歌”，“映” , “館” , “夜” , “帰”

第 9 課：銀行　　　Lesson 9：Banking
“銀” , “開” , “自” , “動”，“駅” , “集” , “貸” , “借”，“有” , “度” , “少” , “待”

第 10 課：手紙　　　Lesson 10：Letter
“手” , “紙” , “切” , “使”，“写” , “真” , “送” , “京”，“花” , “色” , “赤” , “青”

第 11 課：研究 1　　　Lesson 11：Research 1
“研” , “究” , “主” , “言”，“世” , “界” , “新” , “題”，“特” , “別” , “不” , “用”

第 12 課：研究 2　　　Lesson 12：Research 2
“発” , “表” , “意” , “思”，“公” , “立” , “英” , “正”，“力” , “代” , “心” , “同”

第 13 課：季節　　　Lesson 13：Seasons
“春” , “夏” , “早” , “起”，“秋” , “風” , “空” , “明”，“冬” , “野” , “運” , “転”

第 14 課：食料品　　　Lesson 14：Grocery
“米” , “田” , “広” , “台”，“牛” , “鳥” , “黒” , “重”，“去” , “足” , “数”

※ 学習時間は 5 ～ 10 倍程度かかります ( 習得には個人差があります )

わかり易さのポイント
ナレーション全てに英語字幕が入っているので、聞き取りが苦手な方でも気軽に勉強ができま
す。プリントして何度でも使える書き取り練習テキストの PDF ファイルも付属しているので、
漢字を書く練習をすることができます。

習得すると…                           N4 レベルで使用される漢字を習得できます。
日常生活でよく使う漢字の読み書きができるようになります。



次の課へこの課を復習

小テストでは、その課で学んだ内容が身に付い
ているかが試されます。必ず受けましょう。間
違ってしまった語彙や文法があったら、わから
ないままにせず、すぐに語彙リストや文法リス
トを確認して、対象の映像を見直しましょう。

小テストは必ず受けて、間違
えた所は必ず復習しよう！

映像で学習を開始する前に、副読本 PDF を全
てダウンロードしておきましょう。プリンタが
ある場合は印刷しておきます。映像を視聴しな
がら自分で理解しやすくペンを入れると学習効
果が高まります。後から復習にも使えます。

副読本 PDFを活用しよう！

小テスト小テスト

この課で達成すべきこと
が２～３点提示されます。
念頭において学習を開始
しましょう。

この課でどういったシー
ンで活用される日本語が
学べるのかを、実写の寸
劇で見ることができます。

50 ～ 70 個の語彙と用法
を覚えます。リストは
PDF でもあるので、覚え
るまで何度も復習しま
しょう。

日本語の様々な表現を学
びます。イラストが多め
なので分かりやすい内容
になっています。

5 ～ 10 個の文法を学び
ます。文法の紹介の後、
いくつかの例文で解説を
しています。例文はシャ
ドーイングできるので、
十分に練習しましょう。

N4 は日本語能力試験 (JLPT) の中で下から２番目の難易度
です。N4 レベルを習得すると、基本的な日本語をある程
度は理解出来るようになります。N5 レベルの日本語が習
得できてから学習を開始してください。頑張って下さい！

N4コースは全 15課あります。それぞれの課の構成は同じ
で、おおまかには下記のような流れになっています。
目標

会話

語彙

表現

文法

結果が悪い 結果が良い
（出来れば満点）

・各課副読本
・語彙リスト
・文法リスト

日本語能力試験  N4 コース 全15課
外国人のための

講師：安藤 亜樹



※ 学習時間は 5 ～ 10 倍程度かかります ( 習得には個人差があります )

各課タイトルリスト

わかり易さのポイント
ナレーション全てに英語字幕が入っているので、外国人日本語学習者が気軽に勉強ができます。
漢字に馴染みのない国の方でも勉強ができるように、すべての漢字の上に、ひらがなのルビが
振られています。また、すべての課の例文には英語を併記しています。

映像再生時間
約 13時間 44分※

第 1 課　メリークリスマス！
Lesson 1　Merry Christmas!

第 2 課　ごみを　置く場所を　教えていただけませんか。
Lesson 2　Could you tell me where to place trash please? 

第 3 課  重すぎて　運べないですよ。
Lesson 3　It is so heavy that I cannot carry it.

第 4 課  日曜日、 佐藤くんの　お見舞いに　行くんだけど、 いっしょに　いかない ?
Lesson 4　Would you like to go to hospital to visit Mr. Sato on Sunday? 

第 5 課  将来日本で　働こうと　思っています。
Lesson 5　I am thinking of working in Japan in the future.

第 6 課  リーさんへの　結婚祝い、 何に　しようか　迷っています。
Lesson 6　I am wondering what to buy for Miss Lee’ s wedding present.

第 7 課  資料の　準備が　できたら、 連絡して　もらえませんか。
Lesson 7　If the materials are done, could you please contact me?

第 8 課  本社と　関係する仕事を　頼まれて、急に　来ることに　なったんです。
Lesson 8　I was asked to do the work related to the head office, so I have 
                    been decided to come here suddenly.

第 9 課  スーツを　着てこなくても　かまいません。
Lesson 9　You don't have to wear a suit to come.

第 10 課  また、 バスケットボールが　できればいいですね。
Lesson 10　It is nice if you could play basketball again. 

第 11 課  部長が、 私に　新しいプロジェクトを　担当させてくれたの。
Lesson 11　The manager allowed me to be in charge of a new project.

第 12 課  社長に　「ちゃんと仕事をしろ！　遊ぶな！」と言われました。
Lesson 12　I was told by my company president "Work hard. 
                      Don't goof around".

第 13 課  電車で　こられる場合は、 西口の　バスターミナルに　
                いらっしゃってください。
Lesson 13　 If you come by train, please come to the west exit bus terminal.

第 14 課  席が　空きましたら、 すぐお呼びいたします。
Lesson 14　I will call you as soon as a seat is available.

第 15 課  最近エレベーターや　電車に　乗らないで　なるべく歩くように　
                しているんです。
Lesson 15　Recently, I'm trying to walk more, without taking the elevator 
                      or train.

習得すると…                           基本的な日本語を理解することができるよ
うになります。



講師：上谷 梢栄

問題用紙、聴解スクリプト、正答表が
PDF で付属します。特に問題用紙は
問題を見返す際にとても便利なので、
視聴前に印刷をしておきましょう。

付属の PDFを活用しよう！

JLPT N4 完全解説ドリル
このコースは日本語能力試験 N4 の解説映像教材です。
N4 公式試験と同様の出題形式をたくさん練習できます。
そして試験の解答ポイントを学べます。自分の弱点や苦手
なところを見つけて、繰り返し学習をしましょう。

試験の流れを把握するためにも、模擬試験にチャレンジす
る前に視聴されることをオススメします。

まずは JLPT( 日本語能力試験 ) N4 の
科目ごとの解答時間や合否判定につい
て解説します。特に基準点については、
よく理解しておきましょう。

JLPT  N4 について

映像再生時間
約 2時間 29分※

※ 学習時間は 5 ～ 10 倍程度かかります ( 習得には個人差があります )

オンライン日本語

わかり易さのポイント
ナレーション全てに英語字幕が入って
いるので、外国人日本語学習者が気軽
に勉強できます。さらに漢字の上に、
ひらがなのルビが振られています。

ひらがなやカタカナ、日常生活で用い
られる基本的な漢字をテストします。
N4 レベルの語彙や漢字の理解力が試
されます。

言語知識（文字・語彙）

文法は文法形式の正しい理解、そして
意味が通る文を作ることができるこ
と。読解は日常的な話題や場面の文章
を理解できるかどうかが試されます。

言語知識（文法）・読解

聴解は一番難しいと言われますが、練
習をして出題形式に慣れれば、解ける
ようになります。本試験では一度しか
音声が流れないので注意が必要です。

聴解



ここは空白ページです。
次ページを表示してください。



印刷版

日本語能力試験模擬試験 N4
日本語能力試験 N4 レベルに達しているかどうか、本番の
N4 試験と同じ形式の問題でテストできます。N4 の学習
が完了した人は、習得できているか確認のためにも受けま
しょう。もちろんN4の試験を控えている人にも最適です。

3 回分あるので、効果的なタイミングで受けましょう。上記は一例ですが、復習
を挟んである程度間を空けると良いでしょう。

印刷する本番タイプと、その場でクイズ形式で受けれるタイプがあります。

PDF を印刷できる環境がある場合

N4の学習を一通り全て終えたあと。

1回目で間違えた苦手部分を十分に復習したあと。

本番の試験の少し前の時期に（復習の余裕をもって）。

選べる２タイプのテスト形式

N4模擬試験を受けるタイミング(例 )

全3回
オンライン日本語

特徴
問題文を紙で見て、マークシートで回答
するので、本番環境と同じ状態を体験す
ることができます。ただし、採点は自分
でしなければなりません。聴解問題のみ
オンライン上で映像で出題されます。

1 回目

2回目

3回目

特徴

N4模擬試験の必要時間 N4模擬試験の制限時間

オンライン上でそのままクイズを解いて
いくだけです。時間制限があり、採点は
自動です。ただしシステムの都合上、一
部の採点方法が独自となりますので、結
果はあくまで参考程度としてください。

オンラインクイズ版
PDF を印刷できる環境がない場合

公式の時間設定になります。 システムの都合上、時間や配分が異なっています。

言語知識 ( 文字・語彙 )
言語知識 ( 文法 )・読解
聴解

30 分
60 分
35 分

言語知識 ( 文字・語彙・文法 )
読解
聴解

40 分
58 分
40 分



印刷版

必要時間
約2時間 30分×3回

※
                           模擬試験の結果によって自分の苦手がわか
ります。本試験までに可能な限り、3回分を受けましょう。

N4模擬試験の合否判定

学習者は自分で正解表でチェックをして、採点表で
合否を確認します。聴解の文章は復習に役立ちます。

すべての PDF をダウンロードして印刷し、
マークシートに答えを記入していきます。

本番に慣れておきたい！

正解表 聴解スクリプト

問題用紙解答用紙（マークシート）

聴解問題

注：聴解問題のみ、オンラインの映像で出題されます。

採点表

オンライン版

各採点画面では間違えた問題がわかるので、クリッ
クして内容を確認しましょう。

3 種のテストの合計が 90 点以上で合格です。
ただし、3 種のテストそれぞれの点数が基準点
を満たすことが条件になります。

言語知識 ( 文字・語彙・文法 )
読解
聴解

23 点
16 点
19 点

オンライン上でクイズに答えていきます。クイ
ズは３種に分かれていて個別に採点されます。

言語知識 読解

聴解

手軽にチャレンジ！

採点画面 確認画面

90 点以上で合格です。
ただし、2 分野それぞれの点数が基準点を満た
すことが条件になります。

言語知識 ( 文字・語彙・文法 )＋読解

聴解

38 点

19 点

必ず受けよう！

N4模擬試験の合否判定

※ 実際の必要時間は左ページ下部をご覧ください。



映像で学習を開始する前に、副
読本 PDF を全てダウンロード
しておきましょう。プリンタが
ある場合は印刷しておきます。
映像内で学んだ漢字の書き取り
ができます。

副読本 PDFを活用しよう！

練習問題で漢字の読み方を確認しましょう。

例文での漢字の読み方を確認しましょう。

漢字の音読みと訓読みを確認します。講師に
続いて発声しましょう。

書き順を学びます。何度も書き取りをして覚
えましょう。

その漢字の使用例を解説します。

Ｎ3  漢字編
ここでは N3 レベルで使われる漢字を解説します。漢字の
音読みと訓読み、正しい書き方、使用例がわかります。ま
た、練習問題で例文を用いた漢字の読み方を確認すること
ができます。N3 の学習の前にある程度覚えておくとＮ3
の学習をスムーズに進めることができます。

講師：二階堂 絵美

音読み・訓読み

書き方

漢字の使用例

全31課
オンライン日本語

すべての漢字の学習の流れは下記のようになります。映像視聴中は、積極的に発声や書
き取りをしましょう。

おおまかな学習の流れ

1

2

練習問題 1

練習問題 2

4

5

3



各課タイトルリスト

映像再生時間
約 29時間 50分※

第 1 課   大学入学 ／ Lesson 1  University Admission
“希” “望” “決” “定” “合” “格” “困” “難” “技” “術” “卒” “績”

第 2 課   授業 ／ Lesson 2 　Class
“授” “解” “説” “具” “努” “覚” “忘” “続” “論” “席” “欠” “点”

第 3 課   運動 ／ Lesson 3  Sports
“球” “投” “部” “選” “勝” “負” “優” “喜” “打” “好” “種” “類”

第 4 課   入社試験 ／ Lesson 4　Employment Examination
“面” “接” “筆” “記” “常” “識” “和” “訳” “職” “初” “任” “給”

第 5 課  　会社 ／ Lesson 5  Company
“管” “役” “課” “係” “貿” “易” “担” “当” “支” “代” “取” “引”

第 6 課  　経営 ／ Lesson 6  Management
“経” “営” “商” “務” “活” “利” “益” “伸” “組” “退” “歳” “議”

第 7 課   会議 ／ Lesson 7 　Meeting
“報” “告” “賛” “成” “反” “対” “結” “果” “設” “置” “指” “示”

第 8 課   結婚 ／ Lesson 8  Marriage
“婚” “独” “身” “恋” “約” “束” “式” “祝” “調” “査” “連” “絡”

第 9 課   新居 ／ Lesson 9 New Home
“居” “探” “越” “移” “階” “段” “浴” “場” “駐” “庭” “葉” “美”

第 10 課   交通１ ／ Lesson 10  Transportation 1
“交” “速” “路” “幹” “線” “乗” “飛” “機” “観” “光” “途” “寄”

第 11 課   交通 2 ／ Lesson 11　Transportation 2
“信” “号” “無” “視” “曲” “原” “因” “横” “違” “警” “察” “罪”

第 12 課   訪問 ／ Lesson 12　Visit
“訪” “宅” “帯” “完” “老” “夫” “妻” “池” “招” “待” “受” “返”

第 13 課   出身地 ／ Lesson 13　Hometown
“里” “海” “県” “市” “関” “東” “京” “都” “岸” “浜” “温” “泉”

第 14 課   友人 ／ Lesson 14 Friend
“彼” “級” “姓” “良” “仲” “宿” “酒” “遊” “窓” “舞” “労” “働”

第 15 課   保育園 ／ Lesson 15  Daycare
“娘” “息” “保” “園” “児” “童” “絵” “寝” “迎” “内” “散” “歩”

第 16 課   誤解 ／ Lesson 16  Misunderstanding
“誤” “感” “情” “非” “苦” “悲” “否” “直” “談” “皆” “許” “可”

第 17 課   文化 ／ Lesson 17 Culture
“化” “芸” “能” “科” “現” “在” “神” “仏” “演” “劇” “浮” “華”

第 18 課  輸出産業 ／ Lesson 18 Export Industry
“輸” “産” “造” “船” “材” “綿” “糸” “布” “械” “質” “流” “頼”

第 19 課  法律 ／ Lesson 19 Law
“制” “限” “法” “律” “規” “則” “順” “守” “容” “疑” “検” “権”

第 20 課   食品売り場 ／ Lesson 20  Food Section
“卵” “乳” “菜” “実” “砂” “糖” “塩” “噌” “弁” “副” “缶” “詰”

第 21 課   別荘 ／ Lesson 21 Villa
“祖” “荘” “箱” “根” “湖” “側” “頃” “泳” “冷” “寒” “型” “静”

第 22 課 特産物 ／ Lesson 22 Specialty
“島” “漁” “港” “師” “草” “干” “農” “最” “餅” “贈” “土” “費”

第 23 課   資産 ／ Lesson 23 Property
“資” “貧” “富” “豊” “財” “貯” “期” “預” “税” “申” “庫” “士”

第 24 課   救急病院 ／ Lesson 24 Emergency Hospital
“追” “突” “肩” “骨” “呼” “吸” “肺” “欲” “血” “液” “死” “亡”

第 25 課   役員会議 ／ Lesson 25 Board Meeting
“予” “測” “判” “断” “算” “要” “求” “認” “盗” “件” “備” “命”

第 26 課   進学準備 ／ Lesson 26 Preparation for the next stage of education
“進” “準” “程” “編” “遅” “復” “補” “官” “客” “評” “価” “満”

第 27 課  自然 ／ Lesson 27 Nature
“太” “陽” “星” “座” “然” “季” “候” “変” “平” “害” “快” “晴”

第 28 課   自宅 ／ Lesson 28 My Home
“玄” “廊” “押” “敷” “応” “杯” “構” “柱” “煙” “洗” “濯” “消”

第 29 課   卒業 ／ Lesson 29 Graduation
“条” “単” “位” “収” “適” “似” “系” “攻” “析” “偉” “状” “況”

第 30 課   感情 ／ Lesson 30 Feeling
“愛” “笑” “顔” “伝” “怒” “恐” “深” “恥” “暗” “危” “礼” “儀”

第 31 課   国際関係 ／ Lesson 31 International Relations
“際” “済” “増” “加” “政” “局” “複” “雑” “戦” “争” “協” “治”

※ 学習時間は 5 ～ 10 倍程度かかります ( 習得には個人差があります )

わかり易さのポイント
ナレーション全てに英語字幕が入っているので、聞き取りが苦手な方でも気軽に勉強ができま
す。プリントして何度でも使える書き取り練習テキストの PDF ファイルも付属しているので、
漢字を書く練習をすることができます。

習得すると…                           N3 レベルで使用される漢字を習得できます。
日常生活でよく使う漢字の読み書きができるようになります。



次の課へこの課を復習

小テストでは、その課で学んだ内容が身に付い
ているかが試されます。必ず受けましょう。間
違ってしまった語彙や文法があったら、わから
ないままにせず、すぐに語彙リストや文法リス
トを確認して、対象の映像を見直しましょう。

小テストは必ず受けて、間違
えた所は必ず復習しよう！

映像で学習を開始する前に、副読本 PDF を全
てダウンロードしておきましょう。プリンタが
ある場合は印刷しておきます。映像を視聴しな
がら自分で理解しやすくペンを入れると学習効
果が高まります。後から復習にも使えます。

副読本 PDFを活用しよう！

小テスト小テスト

この課で達成すべきこと
が２～３点提示されます。
念頭において学習を開始
しましょう。

この課でどういったシー
ンで活用される日本語が
学べるのかを、実写の寸
劇で見ることができます。

50 ～ 70 個の語彙と用法
を覚えます。リストは
PDF でもあるので、覚え
るまで何度も復習しま
しょう。
5 ～ 10 個の文法を学び
ます。文法の紹介の後、
いくつかの例文で解説を
しています。例文はシャ
ドーイングできるので、
十分に練習しましょう。

掲示板やチラシや手紙な
ど、読み物の内容を理解
しましょう。内容に関し
て出題があり、答えと理
由を解説しています。

全10課

N3 は日本語能力試験 (JLPT) の真ん中のレベルです。習得
すると、日常的な場面の日本語を、人物の関係なども含め
て、ある程度理解できるようになります。対人関係が中心
の職業では、最低限必須なレベルです。頑張って下さい！

講師：住吉 梨紗
N3コースは全 10課あります。それぞれの課の構成は同じ
で、おおまかには下記のような流れになっています。

目標

会話

語彙

文法

読解

結果が悪い 結果が良い
（出来れば満点）

・各課副読本
・語彙リスト
・文法リスト

２課までの講師は安藤 亜樹

日本語能力試験  N3 コース
外国人のための



※ 学習時間は 5 ～ 10 倍程度かかります ( 習得には個人差があります )

各課タイトルリスト
第 1 課  こちらの本を　借りたいんですが、貸し出しは可能でしょうか。
Lesson 1　I'd like to borrow this book, is it possible?

第 2 課  通販の靴はたいてい返品と交換ができるはずだよ
Lesson 2　You should be able to return or exchange the shoes you bought 
via mail order.

第 3 課  アルバイトを通して、自分の日本語をもっと上達させたいと思います。
Lesson 3　I want to improve my Japanese through a part-time job.

第 4 課  不動産屋の広告でよく DK とか、LDK とかを見ますが、
あれはどういう意味ですか。
Lesson 4　I often see DK and LDK in the real estate advertisements, 
what do they mean?

第 5 課  結果がどうなるかわからないから不安でしょうがないよ。
Lesson 5　I can't help feeling anxious because I don't know what the result 
will be.

第 6 課  工場の生産効率が上昇するにつれて、コストが削減できました。
Lesson 6　As the efficiency of the factory rose, we were able to reduce the cost.

第 7 課  難しくたって、音楽の道に挑戦してみたいと思う。
Lesson 7    Even if it is difficult, I want to attempt to go into music.

第 8 課  向こうはかなり怒っているらしくて、謝って済むとは思えないのですが…
Lesson 8    It seems that they are really angry, and I don't think apologizing 
                   will help.

第 9 課  毎日日記を書いているわけではありません。
Lesson 9    It doesn't mean I write a diary every day.

第 10 課  時間が経つのは早いものですね。
Lesson 10   Time flies so quickly!

わかり易さのポイント
ナレーション全てに英語字幕が入っているので、外国人日本語学習者が気軽に勉強ができます。
さらに、漢字に馴染みのない国の方でも勉強ができるように、すべての漢字の上に、ひらがな
のルビが振られています。

映像再生時間
約 10時間 15分※

習得すると…                           日常的な場面で使われる日本語をある程度
理解することができます。



講師：上谷 梢栄

問題用紙、聴解スクリプト、正答表が
PDF で付属します。特に問題用紙は
問題を見返す際にとても便利なので、
視聴前に印刷をしておきましょう。

付属の PDFを活用しよう！

JLPT N3 完全解説ドリル
このコースは日本語能力試験 N3 の解説映像教材です。
N3 公式試験と同様の出題形式をたくさん練習できます。
そして試験の解答ポイントを学べます。自分の弱点や苦手
なところを見つけて、繰り返し学習をしましょう。

試験の流れを把握するためにも、模擬試験にチャレンジす
る前に視聴されることをオススメします。

まずは JLPT( 日本語能力試験 ) N3 の
科目ごとの解答時間や合否判定につい
て解説します。特に基準点については、
よく理解しておきましょう。

JLPT  N3 について

映像再生時間
約 2時間 57分※

※ 学習時間は 5 ～ 10 倍程度かかります ( 習得には個人差があります )

オンライン日本語

わかり易さのポイント
ナレーション全てに英語字幕が入って
いるので、外国人日本語学習者が気軽
に勉強できます。さらに漢字の上に、
ひらがなのルビが振られています。

ひらがなやカタカナ、日常生活で用い
られる基本的な漢字をテストします。
N3 レベルの語彙や漢字の理解力が試
されます。

言語知識（文字・語彙）

文法は文法形式の正しい理解、そして
意味が通る文を作ることができるこ
と。読解は日常的な話題や場面の文章
を理解できるかどうかが試されます。

言語知識（文法）・読解

聴解は一番難しいと言われますが、練
習をして出題形式に慣れれば、解ける
ようになります。本試験では一度しか
音声が流れないので注意が必要です。

聴解



ここは空白ページです。
次ページを表示してください。



印刷版

日本語能力試験模擬試験 N3
日本語能力試験 N3 レベルに達しているかどうか、本番の
N3 試験と同じ形式の問題でテストできます。N3 の学習
が完了した人は、習得できているか確認のためにも受けま
しょう。もちろんN3の試験を控えている人にも最適です。

3 回分あるので、効果的なタイミングで受けましょう。上記は一例ですが、復習
を挟んである程度間を空けると良いでしょう。

印刷する本番タイプと、その場でクイズ形式で受けれるタイプがあります。

PDF を印刷できる環境がある場合

N3の学習を一通り全て終えたあと。

1回目で間違えた苦手部分を十分に復習したあと。

本番の試験の少し前の時期に（復習の余裕をもって）。

選べる２タイプのテスト形式

N3模擬試験を受けるタイミング(例 )

全3回
オンライン日本語

特徴
問題文を紙で見て、マークシートで回答
するので、本番環境と同じ状態を体験す
ることができます。ただし、採点は自分
でしなければなりません。聴解問題のみ
オンライン上で映像で出題されます。

1 回目

2回目

3回目

特徴

N3模擬試験の必要時間 N3模擬試験の制限時間

オンライン上でそのままクイズを解いて
いくだけです。時間制限があり、採点は
自動です。ただしシステムの都合上、一
部の採点方法が独自となりますので、結
果はあくまで参考程度としてください。

オンラインクイズ版
PDF を印刷できる環境がない場合

公式の時間設定になります。 システムの都合上、時間や配分が異なっています。

言語知識 ( 文字・語彙 )
言語知識 ( 文法 )・読解
聴解

30 分
70 分
40 分

言語知識 ( 文字・語彙・文法 )
読解
聴解

40 分
68 分
45 分



印刷版

必要時間
約2時間 30分×3回

※
                           模擬試験の結果によって自分の苦手がわか
ります。本試験までに可能な限り、3回分を受けましょう。

N3模擬試験の合否判定

学習者は自分で正解表でチェックをして、採点表で
合否を確認します。聴解の文章は復習に役立ちます。

すべての PDF をダウンロードして印刷し、
マークシートに答えを記入していきます。

本番に慣れておきたい！

正解表 聴解スクリプト

問題用紙解答用紙（マークシート）

聴解問題

注：聴解問題のみ、オンラインの映像で出題されます。

採点表

オンライン版

各採点画面では間違えた問題がわかるので、クリッ
クして内容を確認しましょう。

3 種のテストの合計が 95 点以上で合格です。
ただし、3 種のテストそれぞれの点数が基準点
を満たすことが条件になります。

言語知識 ( 文字・語彙・文法 )
読解
聴解

19 点
19 点
19 点

オンライン上でクイズに答えていきます。クイ
ズは３種に分かれていて個別に採点されます。

言語知識 読解

聴解

手軽にチャレンジ！

採点画面 確認画面

95 点以上で合格です。
ただし、3 分野それぞれの点数が基準点を満た
すことが条件になります。

必ず受けよう！

N3模擬試験の合否判定

言語知識 ( 文字・語彙・文法 )
読解
聴解

19 点
19 点
19 点

※ 実際の必要時間は左ページ下部をご覧ください。



次の課へこの課を復習

小テストでは、その課で学んだ内容が身に付い
ているかが試されます。必ず受けましょう。間
違ってしまった語彙や文法があったら、わから
ないままにせず、すぐに語彙リストや文法リス
トを確認して、対象の映像を見直しましょう。

小テストは必ず受けて、間違
えた所は必ず復習しよう！

映像で学習を開始する前に、副読本 PDF を全
てダウンロードしておきましょう。プリンタが
ある場合は印刷しておきます。映像を視聴しな
がら自分で理解しやすくペンを入れると学習効
果が高まります。後から復習にも使えます。

副読本 PDFを活用しよう！

小テスト小テスト

この課で達成すべきこと
が２～３点提示されます。
念頭において学習を開始
しましょう。

この課でどういったシー
ンで活用される日本語が
学べるのかを、実写の寸
劇で見ることができます。

50 ～ 70 個の語彙と用法
を覚えます。リストは
PDF でもあるので、覚え
るまで何度も復習しま
しょう。
5 ～ 10 個の文法を学び
ます。文法の紹介の後、
いくつかの例文で解説を
しています。例文はシャ
ドーイングできるので、
十分に練習しましょう。

掲示板やチラシや手紙な
ど、読み物の内容を理解
しましょう。内容に関し
て出題があり、答えと理
由を解説しています。

全10課

N2 では幅広い場面での日本語や、さまざまな書物の文章
をある程度理解することができるようになります。文法も
高度になってくるので、難しく感じるかもしれませんが、
かなり日本語ができるようになります。頑張って下さい！

講師：住吉 梨紗
N2コースは全 10課あります。それぞれの課の構成は同じ
で、おおまかには下記のような流れになっています。

目標

会話

語彙

文法

読解

結果が悪い 結果が良い
（出来れば満点）

・各課副読本
・語彙リスト
・文法リスト

日本語能力試験  N2 コース
外国人のための



※ 学習時間は 5 ～ 10 倍程度かかります ( 習得には個人差があります )

各課タイトルリスト
第 1 課  就職してすぐに、九州に引越しをせざるを得ない状況になっちゃって。
Lesson 1　I had no choice but to move to Kyushu soon after I found the job.

第 2 課  あそこは事前登録してからでないと利用できないよ。
Lesson 2　If you don't apply for advanced registration, you cannot use there.

第 3 課  勝手な手順でバックアップしたら、大事な情報が流出しかねないからね。
Lesson3　If you backup the data in your own way, the important 
                  information could get leaked.

第 4 課  『社員旅行を契機として、他部署との交流を図りましょう』と書いて
              あります。
Lesson4　It says "Join the company trip and interact more with people in 
                  different departments."

第 5 課  日程につきましては、のちほどメールにてご連絡申し上げます。
Lesson5　I will contact you about the schedule through email later.

第 6 課  インターネットでレシピを調べれば、レシピの本を買わなくて済みますよ。
Lesson6　If you search the recipe online, you don't need to buy a cook book.

第 7 課  そこは施設やサービスのよさがとても有名で、最高級の温泉旅館と
              いっても過言ではないくらいです。
Lesson7　That hotel is very famous for its good facilities and service and it 
                  goes without saying that the hotel is the best hot spring resort.

第 8 課  台風が来たら、ツアーは中止されるに決まっていますよ。
Lesson8　If a typhoon comes, the tour will definitely be cancelled.

第 9 課  昨日も試験のことを気にするあまり、寝られなくなっちゃったんだ。
Lesson9　I worried about the exam so much that I couldn't fall asleep yesterday.

第 10 課　ペットを避難所に連れていったら、自治体の指示やルールに基づい
                  て行動し、周りの人にも配慮しましょう。
Lesson10　If you take your pet to the shelter, please behave based on the 
                    instructions and rules of the local government and be 
                    considerate of the people around you.

わかり易さのポイント
ナレーション全てに英語字幕が入っているので、外国人日本語学習者が気軽に勉強ができます。
さらに、漢字に馴染みのない国の方でも勉強ができるように、すべての漢字の上に、ひらがな
のルビが振られています。

映像再生時間
約 11時間 10分※

習得すると…　　　　　　　    日常的な場面で使われる日本語の理解に加え、よ
り幅広い場面で使われる日本語をある程度理解することができます。



講師：上谷 梢栄

問題用紙、聴解スクリプト、正答表が
PDF で付属します。特に問題用紙は
問題を見返す際にとても便利なので、
視聴前に印刷をしておきましょう。

付属の PDFを活用しよう！

JLPT N2 完全解説ドリル
このコースは日本語能力試験 N2 の解説映像教材です。
N2 公式試験と同様の出題形式をたくさん練習できます。
そして試験の解答ポイントを学べます。自分の弱点や苦手
なところを見つけて、繰り返し学習をしましょう。

試験の流れを把握するためにも、模擬試験にチャレンジす
る前に視聴されることをオススメします。

まずは JLPT( 日本語能力試験 ) N2 の
科目ごとの解答時間や合否判定につい
て解説します。特に基準点については、
よく理解しておきましょう。

JLPT  N2 について

映像再生時間
約 3時間 8分※

※ 学習時間は 5 ～ 10 倍程度かかります ( 習得には個人差があります )

オンライン日本語

わかり易さのポイント
ナレーション全てに英語字幕が入って
いるので、外国人日本語学習者が気軽
に勉強できます。さらに漢字の上に、
ひらがなのルビが振られています。

ひらがなやカタカナ、日常生活で用い
られる基本的な漢字をテストします。
N2 レベルの語彙や漢字の理解力が試
されます。

言語知識（文字・語彙）

文法は文法形式の正しい理解、そして
意味が通る文を作ることができるこ
と。読解は日常的な話題や場面の文章
を理解できるかどうかが試されます。

言語知識（文法）・読解

聴解は一番難しいと言われますが、練
習をして出題形式に慣れれば、解ける
ようになります。本試験では一度しか
音声が流れないので注意が必要です。

聴解



ここは空白ページです。
次ページを表示してください。



印刷版

日本語能力試験模擬試験 N2
日本語能力試験 N2 レベルに達しているかどうか、本番の
N2 試験と同じ形式の問題でテストできます。N2 の学習
が完了した人は、習得できているか確認のためにも受けま
しょう。もちろんN2の試験を控えている人にも最適です。

3 回分あるので、効果的なタイミングで受けましょう。上記は一例ですが、復習
を挟んである程度間を空けると良いでしょう。

印刷する本番タイプと、その場でクイズ形式で受けれるタイプがあります。

PDF を印刷できる環境がある場合

N2の学習を一通り全て終えたあと。

1回目で間違えた苦手部分を十分に復習したあと。

本番の試験の少し前の時期に（復習の余裕をもって）。

選べる２タイプのテスト形式

N2模擬試験を受けるタイミング(例 )

全3回
オンライン日本語

特徴
問題文を紙で見て、マークシートで回答
するので、本番環境と同じ状態を体験す
ることができます。ただし、採点は自分
でしなければなりません。聴解問題のみ
オンライン上で映像で出題されます。

1 回目

2回目

3回目

特徴

N2模擬試験の必要時間 N2模擬試験の制限時間

オンライン上でそのままクイズを解いて
いくだけです。時間制限があり、採点は
自動です。ただしシステムの都合上、一
部の採点方法が独自となりますので、結
果はあくまで参考程度としてください。

オンラインクイズ版
PDF を印刷できる環境がない場合

公式の時間設定になります。 システムの都合上、時間や配分が異なっています。

言語知識 (文字・語彙・文法)・読解

聴解

105分

50 分

言語知識 (文字・語彙・文法)
読解
聴解

52 分 30 秒
60 分 30 秒

55 分



印刷版

必要時間
約2時間 50分×3回

※
                           模擬試験の結果によって自分の苦手がわか
ります。本試験までに可能な限り、3回分を受けましょう。

N2模擬試験の合否判定

学習者は自分で正解表でチェックをして、採点表で
合否を確認します。聴解の文章は復習に役立ちます。

すべての PDF をダウンロードして印刷し、
マークシートに答えを記入していきます。

本番に慣れておきたい！

正解表 聴解スクリプト

問題用紙解答用紙（マークシート）

聴解問題

注：聴解問題のみ、オンラインの映像で出題されます。

採点表

NO IMAGE

オンライン版

各採点画面では間違えた問題がわかるので、クリッ
クして内容を確認しましょう。

3 種のテストの合計が 90 点以上で合格です。
ただし、3 種のテストそれぞれの点数が基準点
を満たすことが条件になります。

言語知識 ( 文字・語彙・文法 )
読解
聴解

19 点
19 点
19 点

オンライン上でクイズに答えていきます。クイ
ズは３種に分かれていて個別に採点されます。

言語知識 読解

聴解

手軽にチャレンジ！

採点画面 確認画面

90 点以上で合格です。
ただし、3 分野それぞれの点数が基準点を満た
すことが条件になります。

必ず受けよう！

N2模擬試験の合否判定

言語知識 ( 文字・語彙・文法 )
読解
聴解

19 点
19 点
19 点

※ 実際の必要時間は左ページ下部をご覧ください。



次の課へこの課を復習

小テストでは、その課で学んだ内容が身に付い
ているかが試されます。必ず受けましょう。間
違ってしまった語彙や文法があったら、わから
ないままにせず、すぐに語彙リストや文法リス
トを確認して、対象の映像を見直しましょう。

小テストは必ず受けて、間違
えた所は必ず復習しよう！

映像で学習を開始する前に、副読本 PDF を全
てダウンロードしておきましょう。プリンタが
ある場合は印刷しておきます。映像を視聴しな
がら自分で理解しやすくペンを入れると学習効
果が高まります。後から復習にも使えます。
補足文法リストは、映像内で紹介していない文
法を解説しています。必ず学習してください。

副読本 PDFを活用しよう！

小テスト小テスト

この課で達成すべきこと
が２～３点提示されます。
念頭において学習を開始
しましょう。

この課でどういったシー
ンで活用される日本語が
学べるのかを、実写の寸
劇で見ることができます。

50 ～ 70 個の語彙と用法
を覚えます。リストは
PDF でもあるので、覚え
るまで何度も復習しま
しょう。
5 ～ 10 個の文法を学び
ます。文法の紹介の後、
いくつかの例文で解説を
しています。例文はシャ
ドーイングできるので、
十分に練習しましょう。

掲示板やチラシや手紙な
ど、読み物の内容を理解
しましょう。内容に関し
て出題があり、答えと理
由を解説しています。

全10課

N1 は日本語能力試験 (JLPT) の中で一番高い難易度のレベ
ルです。複雑であったり抽象的であったりする文章をも理
解できるようになります。進学や就職に大きく影響するレ
ベルとなります。頑張って下さい！

講師：上谷 梢栄
N1コースは全 10課あります。それぞれの課の構成は同じ
で、おおまかには下記のような流れになっています。

目標

会話

語彙

文法

読解

結果が悪い 結果が良い
（出来れば満点）

・各課副読本
・語彙リスト
・文法リスト
・補足文法リスト

日本語能力試験  N1 コース
外国人のための



※ 学習時間は 5 ～ 10 倍程度かかります ( 習得には個人差があります )

各課タイトルリスト
第 1 課  優秀な社員とはいえ、トラブルはあるよ。
Lesson 1　Even excellent workers sometimes get into a trouble

第 2 課  大気だけにとどまらず、海にも影響が出ています。
Lesson 2　It affects not only the atmosphere but also the oceans.

第 3 課  私たち個人の行動なしには、地球温暖化を止めることはできないでしょう。
Lesson3　We cannot stop the progress of global warming without our 
                  individual actions

第 4 課  私の話はさておいて、みのり、来月から一人暮らしするんだって ?
Lesson4　Let's put my story aside. Minori, are you going to live by yourself 
                  starting next month?

第 5 課  この機種のキャッチコピーは「エレガンスの極み」です。
Lesson5　The advertising slogan for this model is “the ultimate elegance” .

第 6 課  こんな大事なプロジェクトを任されるなんて、想像だにしていなかった。
Lesson6　Little did I imagine that I would be in charge of such a big project.

第 7 課  ラストは、がっかりしたというか、理解できないというか、複雑な
              気持ちでいっぱいです。
Lesson7　I have mixed feelings about the ending - I felt it was somewhat 
                  disappointing and unintelligible.

第 8 課  一食たりともおろそかにしちゃだめ。
Lesson8　Do not ignore what you eat - you have to take good care of every 
                  meal you eat.

第 9 課  キャンペーン期間は　延長になりましたので、明日決めていただか
              なくても差し支えありません。
Lesson9　We will extend the campaign period, so you do not have to make 
                  a decision by tomorrow.

第 10 課  モデルさんの協力なくしてこの作品はできませんでした。
Lesson10　I couldn’ t create this work without the help of the model.

このコースの特徴
このコースは、基本的な日本語を習得している方が対象となっていますので、字幕はすべて日
本語になっています。画面上の文章も一部を除きすべて日本語になっています。ただし漢字に
は他のコース同様にひらがなのルビが振ってあります。

映像再生時間
約 11時間 36分※

習得すると…                           幅広い場面で使われる日本語を理解するこ
とができます。



講師：上谷 梢栄

問題用紙、聴解スクリプト、正答表が
PDF で付属します。特に問題用紙は
問題を見返す際にとても便利なので、
視聴前に印刷をしておきましょう。

付属の PDFを活用しよう！

JLPT N1 完全解説ドリル
このコースは日本語能力試験 N1 の解説映像教材です。
N1 公式試験と同様の出題形式をたくさん練習できます。
そして試験の解答ポイントを学べます。自分の弱点や苦手
なところを見つけて、繰り返し学習をしましょう。

試験の流れを把握するためにも、模擬試験にチャレンジす
る前に視聴されることをオススメします。

まずは JLPT( 日本語能力試験 ) N1 の
科目ごとの解答時間や合否判定につい
て解説します。特に基準点については、
よく理解しておきましょう。

JLPT  N2 について

映像再生時間
約 3時間 26分※

※ 学習時間は 5 ～ 10 倍程度かかります ( 習得には個人差があります )

オンライン日本語

わかり易さのポイント
聞き取りが苦手な方でも、ナレーショ
ン全てに日本語字幕が入っているので
安心です。また、難しい漢字の上には、
ひらがなのルビが振られています。

ひらがなやカタカナ、日常生活で用い
られる基本的な漢字をテストします。
N1 レベルの語彙や漢字の理解力が試
されます。

言語知識（文字・語彙）

文法は文法形式の正しい理解、そして
意味が通る文を作ることができるこ
と。読解は日常的な話題や場面の文章
を理解できるかどうかが試されます。

言語知識（文法）・読解

聴解は一番難しいと言われますが、練
習をして出題形式に慣れれば、解ける
ようになります。本試験では一度しか
音声が流れないので注意が必要です。

聴解



ここは空白ページです。
次ページを表示してください。



印刷版

日本語能力試験模擬試験 N1
日本語能力試験 N1 レベルに達しているかどうか、本番の
N1 試験と同じ形式の問題でテストできます。N1 の学習
が完了した人は、習得できているか確認のためにも受けま
しょう。もちろんN1の試験を控えている人にも最適です。

3 回分あるので、効果的なタイミングで受けましょう。上記は一例ですが、復習
を挟んである程度間を空けると良いでしょう。

印刷する本番タイプと、その場でクイズ形式で受けれるタイプがあります。

PDF を印刷できる環境がある場合

N1の学習を一通り全て終えたあと。

1回目で間違えた苦手部分を十分に復習したあと。

本番の試験の少し前の時期に（復習の余裕をもって）。

選べる２タイプのテスト形式

N1模擬試験を受けるタイミング(例 )

全3回
オンライン日本語

特徴
問題文を紙で見て、マークシートで回答
するので、本番環境と同じ状態を体験す
ることができます。ただし、採点は自分
でしなければなりません。聴解問題のみ
オンライン上で映像で出題されます。

1 回目

2回目

3回目

特徴

N1模擬試験の必要時間 N1模擬試験の制限時間

オンライン上でそのままクイズを解いて
いくだけです。時間制限があり、採点は
自動です。ただしシステムの都合上、一
部の採点方法が独自となりますので、結
果はあくまで参考程度としてください。

オンラインクイズ版
PDF を印刷できる環境がない場合

公式の時間設定になります。 システムの都合上、時間や配分が異なっています。

言語知識 (文字・語彙・文法)・読解

聴解

110分

60 分

言語知識 (文字・語彙・文法)
読解
聴解

55 分
63 分
50 分



印刷版

必要時間
約2時間 50分×3回

※

※ 実際の必要時間は左ページ下部をご覧ください。

                           模擬試験の結果によって自分の苦手がわか
ります。本試験までに可能な限り、3回分を受けましょう。

N1模擬試験の合否判定

学習者は自分で正解表でチェックをして、採点表で
合否を確認します。聴解の文章は復習に役立ちます。

すべての PDF をダウンロードして印刷し、
マークシートに答えを記入していきます。

本番に慣れておきたい！

正解表 聴解スクリプト

問題用紙解答用紙（マークシート）

聴解問題

注：聴解問題のみ、オンラインの映像で出題されます。

採点表

オンライン版

各採点画面では間違えた問題がわかるので、クリッ
クして内容を確認しましょう。

3 種のテストの合計が 100 点以上で合格です。
ただし、3 種のテストそれぞれの点数が基準点
を満たすことが条件になります。

言語知識 ( 文字・語彙・文法 )
読解
聴解

19 点
19 点
19 点

オンライン上でクイズに答えていきます。クイ
ズは３種に分かれていて個別に採点されます。

言語知識 読解

聴解

手軽にチャレンジ！

採点画面 確認画面

100 点以上で合格です。
ただし、3 分野それぞれの点数が基準点を満た
すことが条件になります。

必ず受けよう！

N1模擬試験の合否判定

言語知識 ( 文字・語彙・文法 )
読解
聴解

19 点
19 点
19 点

NO IMAGE



初級ビジネス日本語
日本の企業で働くには、明瞭な発音のビジネス日本語を身
につけることが求められます。日本語は一つ一つの音が同
じ長さで発音されます。これが日本語の発音の最も大きな
特徴です。この教材を通して、日系企業で働く人や、働き
始めた人達が、現場の日本人と良好な人間関係を築くため
に必要なビジネス日本語を学ぶことができます。

活用変化を解説しています。きちんと覚えて
から先に進みましょう。

活用の例を解説しています。どのように使わ
れるか、よく理解しましょう。

この課で習う、特定の場面で使用する台詞に
ついて解説します。

どのような場面でその台詞が使用されるのか、
会話の流れを解説します。

互いの発声の後、無音時間が用意されている
ので、シャドーイングをしましょう。

基本の台詞

会話の文

会話

その課によってはより細かい説明をしていますが、基本的には下記のような学習内容と
なります。

おおまかな学習の流れ

1

2

活用

活用の例

4

5

3

台詞を否定形や過去形にして言い直す練習を
します。きちんと発声しましょう。

練習問題6

全15課
ビジネス日本語への道



各課タイトルリスト

映像再生時間
約 4時間 24分※

第 1 課：あいさつ 
Lesson 1：Greetings

第 2 課：さようなら
Lesson 2：Good Bye!

第 3 課：しばらくでした 
Lesson 3：Long time no see!

第 4 課：わたくしは、 トム・スミスです 
Lesson 4：I am Tom Smith.

第 5 課：あなたは学生ですか。 
Lesson 5：Are you a student?

第 6 課：あの人はだれですか 
Lesson 6：Who is that person?

第 7 課：あのかたはどなたですか。 
Lesson 7：Who is that person?

第 8 課：わたくしの車です 
Lesson 8：It is my car.

第 9 課：田中さんは技師でした。 
Lesson 9：Mr. Tanaka was an engineer.

第 10 課：田中さんはいますか 
Lesson 10：Is Mr. Tanaka here?

第 11 課：会社はどこにありますか 
Lesson 11：Where is the company?

第 12 課：日本語を勉強しますか。 
Lesson 12：Do you study Japanese?

第 13 課：電話番号は何番ですか。 
Lesson 13：What is your telephone number?

第 14 課：スミスさんに電話してください 
Lesson 14：Please give Ms. Smith a call.

第 15 課：ABC 商事です 
Lesson 15：This is ABC business company.

※ 学習時間は 5 ～ 10 倍程度かかります ( 習得には個人差があります )

わかり易さのポイント
ナレーションは全て母国語なので、N4 レベルから視聴可能です。さらに、漢字には振り仮名
があるので、漢字に馴染みが無い国の方でも勉強しやすいです。会話シーンではシャドーイン
グしやすいように、演者が発声したあと十分な無音時間が用意されています。

習得すると…                           簡単なビジネス日本語の慣用表現ができる
ようになり、正しい会話発音ができるようになります。



中級ビジネス日本語
日本企業に就職を希望する外国人の高度人材を対象に、企
業の面接や就職後の業務開始時に必要な日本語と関連した
日本企業文化を紹介することを目的としています。課ごと
に多業種にかかわる広範囲な「補足語彙」や「参考資料」
を記載し、学習者はそれらの中から、自分自身に適合する
語彙や表現を学べるように構成されています。

自分自身の立場で、文章の穴埋めをして、応
用力を磨きます。

場面を設定し、役割を演じることで場面の会
話の文型を効果的に学べます。

ビジネスでよくある対話シーンを視聴します。

「対話」で使用された文型を、いくつかの例文
で解説しています。

様々な文を、例文を見て、別の言い回しに変
える練習をします。

対話

解説

基本練習

その課によってはより細かい説明をしていますが、基本的には下記のような学習内容と
なります。

おおまかな学習の流れ

1

2

応用練習

ロールプレイ

4

5

3

母国語の文章を、この課で習った文型で日本
語に翻訳します。

課末テスト6

全 5 課
日本企業入社準備用



各課タイトルリスト

映像再生時間
約 5時間 20分※

第 1 課　就職面接　　
Lesson 1  Job Interview
１　履歴説明の学習　　　　　２　所属大学や専攻の説明の学習
３　動作／状態の継続の文型
この課に出てくる文型：　１）～てくる　２）～ていく　３）～かもしれない

第 2 課　新入社員研修　
Lesson 2  New Employee Training
１　人事課でのあいさつの学習　　　２　新入社員研修についての学習
３　上司に対する敬意表現の学習
この課に出てくる文型：　１）～てもらう          ２）～ていただく
　　　　　　　　　　　　３）～させていいただく    ４）～というわけ（だ）

第 3 課　着任  
Lesson 3  Start your new job

１　着任のあいさつの学習　　　２　職務内容の指示の学習
３　職務記述書の学習

この課に出てくる文型：　１）～することになる　　　２）～ようだ
　　　　　　　　　　　　３）～ように 　　　    ４）～ような

第 4 課　職務内容の指示 
Lesson 4  Instruction of the job duties

１　新入社員の職務内容　　　２　責任と権限　　　３　特別な任務の指示

この課に出てくる文型：　
１）～ないわけにはいかない  　  ２）遠慮なく～        ３）簡単に言えば
４）＜主語＞は　動詞辞書形ことだ     ５）動詞ます形　がい　がある

第 5 課　システム保守の訪問予約 
Lesson 5  Appointment for System Maintenance

１　訪問の予約　　　２　訪問時間の確認　　　３　報告
４　社外の人たちとの会話

この課に出てくる文型：
１）～の代理で             ２）～の件で           ３）～させていただきます
４）～限り                    ５）いかがでしょうか

※ 学習時間は 5 ～ 10 倍程度かかります ( 習得には個人差があります )

わかり易さのポイント
ナレーションは全て日本語ですが、母国語字幕が付きます。N4 ～ N3 レベルを身に付けていれ
ば視聴可能です。さらに、漢字には振り仮名があるので、漢字に馴染みが無い国の方でも勉強
しやすいです。さまざまな練習方法で何度も繰り返しても飽きさせない作りになっています。

習得すると…　　　　　　　　日本語の学習能力と日本語発音が向上し、
さらに幅広いシーンでビジネス日本語を使えるようになります。



日本のビジネスマナー基礎知識
日本企業や日系企業と取引をする人や、日本企業や日系企
業でこれから働く人に見ていただきたいコースです。日本
のお辞儀や、名刺の交換の仕方、上司とのやりとりや、訪
問時に応接室などでどの椅子に座ったらよいか、飲み物を
出されたときの対応などを学ぶことができます。

３つのタイトルで構成されています。

全3巻
すぐに役立つ！

第一印象の重要性や、相手に不快感を与
えないための服装や身だしなみや、印象
の良い立ち姿と座り方などについて学び
ます。また、表情の作り方についても具
体的に解説しています。

1. 身だしなみ 姿勢編

お辞儀やあいさつの仕方、自己紹介の仕
方、上司からの指示の受け方といった、
社内でのコミュニケーションの基本につ
いて学びます。チームでの業務はコミュ
ニケーションが大きく影響します。

2.社内マナー、社内コミュニケーション編

外部の方に接する、電話での応対を学び
ます。続いて、客先への訪問準備、そし
て訪問した時のふるまい方や、名刺交換
のしかたを学んでいきます。イメージを
しながら視聴しましょう。

3. 電話応対・訪問編



チャプターリスト

映像再生時間
約 1時間 13分※

身だしなみ 姿勢編
Business Etiquette for Everyone - Personal Appearance & Posture

1. マナーとは
What are “etiquettes” ?

2. 服装・身だしなみ
Clothes and Appearance

3. 姿勢
Posture.

4. 表情
Facial Expressions

社内マナー、コミュニケーション　編
Business Etiquette for Everyone - Communication Inside a Company

1. あいさつ
Greetings

2. お辞儀
Bowing

3. 自己紹介
Self-introduction

4. 指示の受け方
The way to receive an instruction

5.「ほうれんそう（報・連・相）」報告・連絡・相談
reporting/contacting/consulting

電話応対・訪問編
Business Etiquette for Everyone - Telephone Response & Visiting

1. 電話応対
Answering phone calls

2. 訪問準備
Visit Preparations

3. 訪問
Visit

※ 学習時間は 5 ～ 10 倍程度かかります ( 習得には個人差があります )

このコースの特徴
実写の寸劇やイラストで良い例と悪い例を見比べながらわかりやすく解説しています。一般的
なビジネスマナーも含まれた教材ですので、日頃ビジネスマナーを実践できているか不安な人
は、復習にもなる教材です。習得して、円滑なコミュニケーションができるようになりましょう。

習得すると…                           身だしなみが身に付き、挨拶やお辞儀の種
類がわかり、電話応対や訪問マナーについてもわかります。
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