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『まるごと 日本のことばと文化』 

赤色 

青色 

緑色 

人と人とのリアルなコミュニケーションを
その背景にある生活や文化を
日本のことばと文化を『 』学べる 

日本語教材です 

KinoDenのメリット 

電子書籍版 電子書籍版 

にほんご学習者におススメ！ 

にほんごと日本文化を学びましょう！ 
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紀伊國屋書店お勧めの電子和書を特設Webサイトで随時ご案内中      

https://www.kinokuniya.co.jp/03f/ebook/kinoden/catalogue.html 
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書名 ISBN 内容紹介 

1 

  独立行政法人国際交流基金【編】 KP00041093 三修社 201310 EPUBフィックス ¥3,300 ‐ ¥6,600 

まるごと 日本のことばと文化  

入門 A1 かつどう 
9784384057522  

あいさつ、自己紹介、簡単な受け答え…だれでも、コミュニケーションのはじめの一歩が教えられます 

入門(A1)は日常生活での基本的な表現と言い回しが理解できるレベルを目指します。入門(A1)は、「かつどう」と「りかい」の2

冊構成になっています。「かつどう」では日本語をたくさん聞き、話す練習を通してコミュニケーションの実践力をつけることを目
指します。「りかい」ではコミュニケーションに必要な日本語のしくみについて体系的に学ぶことができます。「かつどう」と「りかい」
はどちらも主教材で、トピックも共通です。学習目的によってどちらか一方を使うことも、また、総合的に日本語力をつけるため
に両方で学ぶこともできます。 

2 

  独立行政法人国際交流基金【編】 KP00041094 三修社 201310 EPUBフィックス ¥3,740 ‐ ¥7,480 

まるごと 日本のことばと文化  
入門 A1 りかい 

9784384057539  

 Starter level (A1) is composed of two volumes, Katsudoo (Coursebook for communicative language activities) and Rikai 

(Coursebook for communicative language competences). In Katsudoo the aim is to develop practical communicative ability 

through listening to a variety of Japanese and through speaking practice. In Rikai you are able to systematically study the 

language system needed for communication. Both Katsudoo and Rikai can be main teaching materials, and the topics are the 

same. Depending on one's study goals, either book can be used independently, or both together to improve overall Japanese 

ability. 

3 

  独立行政法人国際交流基金【編】 KP00041095 三修社 201406 EPUBフィックス ¥3,960 ‐ ¥7,920 

まるごと 日本のことばと文化  
初級1 A2 かつどう 

9784384057546  

家族、趣味、仕事、健康…学習者の「伝えたい」「知りたい」気持ちを叶えます！ 

初級1(A2)は身近で日常的な事柄について簡単なやりとりができるレベルを目指します。初級1(A2)は、「かつどう」と「りか
い」の2冊構成になっています。「かつどう」では日本語をたくさん聞き、話す練習を通してコミュニケーションの実践力をつけるこ
とを目指します。「りかい」ではコミュニケーションに必要な日本語のしくみについて体系的に学ぶことができます。「かつどう」と「り
かい」はどちらも主教材で、トピックも共通です。学習目的によってどちらか一方を使うことも、また、総合的に日本語力をつけ
るために両方で学ぶこともできます。 

4 

  独立行政法人国際交流基金【編】 KP00041096 三修社 201406 EPUBフィックス ¥4,180 ‐ ¥8,360 

まるごと 日本のことばと文化  
初級1 A2 りかい 

9784384057553  

 Elementary1 level (A2) is composed of two volumes, Katsudoo (Coursebook for communicative language activities) and Rikai 

(Coursebook for communicative language competences). In Katsudoo the aim is to develop practical communicative ability 

through listening to a variety of Japanese and through speaking practice. In Rikai you are able to systematically study the 

language system needed for communication. Both Katsudoo and Rikai can be main teaching materials, and the topics are the 

same. Depending on one's study goals, either book can be used independently, or both together to improve overall Japanese 

ability. 

5 

  独立行政法人国際交流基金【編】 KP00041097 三修社 201410 EPUBフィックス ¥3,960 ‐ ¥7,920 

まるごと 日本のことばと文化  
初級2 A2 かつどう 

9784384057560  

相談、質問、説明…自分のアイデアをきちんと伝え、相手をしっかり受け止める力を磨きます 

初級2(A2)は、簡単で日常的な範囲なら、身近な事柄について自分のアイデアがきちんと伝えられ、情報交換に応じることが
できるレベルを目指します。初級2(A2)は、「かつどう」と「りかい」の2冊構成になっています。「かつどう」では日本語をたくさん聞
き、話す練習を通してコミュニケーションの実践力をつけることを目指します。「りかい」ではコミュニケーションに必要な日本語の
しくみについて体系的に学ぶことができます。「かつどう」と「りかい」はどちらも主教材で、トピックも共通です。学習目的によって
どちらか一方を使うことも、また、総合的に日本語力をつけるために両方で学ぶこともできます。 

6 

  独立行政法人国際交流基金【編】 KP00041098 三修社 201410 EPUBフィックス ¥4,180 ‐ ¥8,360 

まるごと 日本のことばと文化  
初級2 A2 りかい 

9784384057577  

 Elementary2 level (A2) is composed of two volumes, Katsudoo (Coursebook for communicative language activities) and Rikai 

(Coursebook for communicative language competences). In Katsudoo the aim is to develop practical communicative ability 

through listening to a variety of Japanese and through speaking practice. In Rikai you are able to systematically study the 

language system needed for communication. Both Katsudoo and Rikai can be main teaching materials, and the topics are the 

same. Depending on one's study goals, either book can be used independently, or both together to improve overall Japanese 

ability. 

7 

  独立行政法人国際交流基金【編】 KP00041099 三修社 201507 EPUBフィックス ¥4,840 ‐ ¥9,680 

まるごと 日本のことばと文化  

初中級 A2/B1 
9784384057584  

豊富なトピックで教室が自然に盛り上がる! 学習者の主体的な発信をサポートし、学び合いの姿勢をそだてます 

初中級(A2/B1)は、自分の背景や身の回りの状況など直接関係がある範囲の事柄を表現でき、関心のある話題について短く意見や理由を述べる
ことができるレベルを目指します。 
Learners at Pre-Intermediate level (A2 / B1) can express themselves concerning a range of matters directly related 
to their backgrounds and daily lives. They can also discuss their personal interests, giving simple opinions and the 
reasons behind them. Based on the philosophy of “Japanese for mutual understanding,” each topic features people 
from a variety of cultural backgrounds interacting in Japanese.  

8 

  独立行政法人国際交流基金【編】 KP00041100 三修社 201610 EPUBフィックス ¥6,160 ‐ ¥12,320 

まるごと 日本のことばと文化  

中級1 B1 
9784384057591  

この教材を入り口にリアルな世界へ。学習者の好奇心をサポートする日本語がここにあります。 

中級1(B1)は、身近な話題について主要点を理解し、自分の意思やその理由を短く述べることができるレベルを目指します。 
Learners at Intermediate1 level (B1) can comprehend the main points about familiar topics, as well as effectively 
make themselves understood when discussing their intentions and feelings, as well as the reasons behind them. 
Based on the philosophy of “Japanese for mutual understanding," each topic features people from a variety of 
cultural backgrounds interacting in Japanese.  

9 

  独立行政法人国際交流基金【編】 KP00041101 三修社 201710 EPUBフィックス ¥6,600 ‐ ¥13,200 

まるごと 日本のことばと文化  
中級2 B1 

9784384057607  

「違い」を知る。「違い」を伝える。相互理解のスタート地点へと導きます 

中級2(B1)は身近な話題について、要点やその背景をきちんと理解し、自分の意見や考えを具体的に伝えられるレベルを
目指します。 
Learners at Intermediate2 level (B1) can express themselves in a specific manner, and can properly understand main 
points as well as background information within the context of familiar themes. Based on the philosophy of “Japanese 
for mutual understanding," each topic features people from a variety of cultural backgrounds interacting in Japanese. 
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★『まるごと』は出版社公式HPより 

音声ファイルがダウンロードできます。 
https://www.marugoto.org/download/ 

他にも語彙のリストなど『まるごと』本冊と 

一緒に使う教材をダウンロードできます。 

※教材ファイルの 

ダウンロードには 

ユーザー登録 

ログインが必要です。 

株式会社 紀伊國屋書店 電子書籍営業部 TEL：03-5719-2501 Mail： ict_ebook@kinokuniya.co.jp 


