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フォニックス英語リスニング

（音声DLつき）

最強英語発音メソッド

ジュミック今井 著／ ISBN：978-4-295-40439-2 ／
2,280 円 + 税／ A5 判／ 336P

モリヤマハルカ 著／ ISBN：978-4-295-40209-1 ／
2,080 円 + 税／ A5 判／ 256P

リスニングのための「フォニックス」～文字と音のルール

常にキャンセル待ち！人気講師のカタカナ英語脱出
プログラム動画＋CD＋確認テストによるリアルレッスン！

英語発音でおなじみ「フォニックス」は、文字と音のルー
ルのことで、子ども向け英語学習でよく取り入れられていま

ニューヨークにて 2000 年から「発音矯正の駆け込み寺」

す。本書は、大人向けのフォニックス学習書の第一人者であ

として多数の日本人の発音の悩みを解消してきた著者の「ス

るジュミック今井先生が、フォニックスの理論をもとにして

ライドメソッド」
。タイムズスクエア近くに拠点を構え、そ

解説したリスニングの本です。

のレッスンは常にキャンセル待ち！日本語と英語の口の開け

「ネイティブの英語が聞き取れない…」
と悩んでいるあなた。

方や筋肉の違いを細かく研究し、検証を積んできた日本人著

聞けないのは、聞き取る能力がないからではありません。英

者だからこそ編み出せた、画期的なメソッドを日本で初公開。

語の文字と音のルールを活用して、聞こえない音を分析して

「発音さえもっと上手にできれば、自分の英語に自信が持て

体系化し、「聞き取りかた」の訓練を行っていきましょう。

るのに…」と悩む人が多いものですが、本書のメソッドなら、

フォニックス・リスニングなら、聞こえた英語の音を頭の

何年もかかると言われる発音矯正を２週間のレッスンでこな

中で瞬時に文字変換し、英文の意味がわかるようになります！

してカタカナ英語から抜け出すことができます。

フォニックス英語音読

美しい文学を読んで英文法を学ぶ

（音声DLつき＋フォニックス・ルールDLつき）
ジュミック今井 著／ ISBN：978-4-295-40573-3 ／
2,080 円 + 税／ A5 判／ 304P

「英語音読」+「フォニックス」→理想的「発音練習」法
本書は、フォニックス学習書の人気著者・ジュミック今井
先生が、フォニックスの理論をもとにして書いた英語音読の
練習ブックです。音読しにくい単語については、
読み方の
「音
とルール」を解説。音読練習しながら発音も集中トレーニン
グできます。
Chapter 1 で文字と音のルールを確認した後、Chapter 2 で
英語ダイアローグ、Chapter 3 で英語の文章を音読します。
ネイティブが話すような楽しい会話や、
ボイスメッセージ・
日記・ブログ・広告・雑誌記事・プレゼン・スーパーのアナ
ウンスなどのさまざまな文章を揃えました。早口言葉のコー
ナーでは、口のまわりの筋肉が鍛えられます！
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ニューヨーク発

（CDつき＋動画アクセスつき）

（音声DLつき）

杉山靖明 著／ ISBN：978-4-295-40608-2 ／
2,080 円 + 税／ A5 判／ 368P

チャールズ・ディケンズ、ブロンテ姉妹、
オスカー・ワイルド、L・M・モンゴメリなど
著名な作家による文学作品から英文法を学ぶ
世界中で愛読されている、英語圏の文学作品を原文で味わ
いながら、英文法を学ぶ本。
仮定法や関係詞、分詞構文などの文法項目は苦手な人も多
いかもしれませんが、実際にはネイティブが使う様々な文章
の中に登場しています。本書では、『嵐が丘』『クリスマス・
キャロル』『赤毛のアン』『ドリアン・グレイの肖像』などの
文学作品から例文を引用しながら文法を解説します。
学びながら知的好奇心をくすぐられる本。おなじみの名作
をもう一度読み返してみたくなります。
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イラストだから覚えられる 会話で必ず使う
英単語1100（音声DLつき）
石井辰哉 著／ ISBN：978-4-8443-7477-0 ／
1,880 円 + 税／四六判／ 336P

「あの単語、英語でなんて言うんだっけ…?」意外と
口から出てこない、身近な単語をイラストで覚える
・絵を見て英語を口に出す方法なので、覚えやすい
・言えそうで言えないのに、会話では頻出の英単語
1100+ 関連語 500

ビジネス英語の敬語（CDつき）
浅見ベートーベン 著／ ISBN：978-4-8443-7753-5 ／
2,080 円 + 税／ A5 判／ 280P

微妙なニュアンスを英語で伝える、
状況に応じた丁寧表現
ビジネスの場で必要な「相手を敬う気持ちを伝える表現」
を、段階別に紹介する本。
ビジネスでは、失礼でない程度にていねいな英語を使えば
いい場面もあれば、最上級のフォーマルな英語を使って敬意

・TOEIC 書の人気著者、石井辰哉先生の著書

を表すべき場面もあるなどいろいろです。本書では、英語の

・音声がダウンロードできる特設サイトオープン！

丁寧度合いを、
「NG」「カジュアル」「ふつう」「わりとフォー
マル」
「かなりフォーマル」の段階別に表示。避けるべき失

身の回りのものは、英語で何と言うか知らないことが多い
もの。本書では、日常会話で使う単語にイラストを添え、
シー

礼な英語も学べます。相手との距離感や状況に応じて、その
場に適した表現を使いこなしましょう。

ン別に 1100 紹介。単語それぞれにつけた絵を見ながら、単
語をイメージで覚えましょう！

イラストだから覚えられる 日常生活や仕事で
使う英単語1200（音声DLつき）

ビジネスで世界を相手にする人の英語
（CDつき）

石井辰哉 著／ ISBN：978-4-295-40266-4 ／
1,980 円 + 税／四六判／ 368P

植山周一郎、ジェイミー・スピタル 著／ ISBN：978-4-8443-7439-8 ／
2,080 円 + 税／ A5 判／ 272P

意外と口から出てこない、身近な単語がパッと覚えられる

ネイティブの使うこなれたフレーズと、状況に応じた
使い分け表現

・人気シリーズの「日常生活・仕事」編
・イラストが単語 1 つひとつにつく

グローバルビジネスでよく出くわす場面設定のダイアログ

・和訳を丸暗記する必要がなく効率的

を通して、ビジネスに必要な英語表現とビジネススキルが身

・TOEIC にも対応の 1200 語 + 関連 1000 語

につく本。世界を渡り歩いてきた著者による、活きた英語が
学べます。

大好評『イラストだから覚えられる 会話で必ず使う英単
語 1100』姉妹編が登場！

英語学習が苦手な人にも大好評

著者の 26 年来のビジネスパートナーである、ヴァージン・
グループ会長リチャード・ブランソン氏の推薦文つき。

のシリーズ。今作では、日常生活・仕事で使う単語にイラス
トを添えて 1200 語を紹介。単語・和訳・例文の音声もダウ
ンロード可能で、通勤通学時に聞きながら覚えられる！
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新社会人の英語

ロジカルに伝わる 英語プレゼンテーション

（CDつき＋EメールテンプレートDLつき）

（音声DLつき＋スライドテンプレートDLつき）

海渡寛記、ローレン・キーズ 著／ ISBN：978-4-295-40297-8 ／
2,080 円 + 税／ A5 判／ 272P

江藤友佳 著／ ISBN：978-4-295-40504-7 ／
2,280 円 + 税／ A5 判／ 320P

会社に入って、まず必要な最低限の英語を
これ１冊でマスター

プレゼンの必須英語表現、資料作成やプレゼンの
ノウハウ、オンラインプレゼンでの段取りまで

ビジネス英会話の必須フレーズ「サバイバル表現」と、ワ
ンランク UP の「技あり表現」を紹介しています。

英語のプレゼンテーションは、話の構成力×英語力×プレ
ゼンスキルで完成する。

技術、営業、経理、人事、広報、マーケティングなどの職

外国人向けの英語プレゼンで意識すべきノウハウを、プレ

種別必須フレーズも網羅。そのまま使えるビジネス E メー

ゼンテーション講師の著者がまとめた本。研修で使われるよ

ル基本テンプレートもご用意しているので、ダウンロードし

うな模擬プレゼンの演習ページもあり、初心者でもプレゼン

てコピーペーストできます。

になじみやすい。

多くのネイティブ教師によるチェック済み。リアルでよく
使う英語表現が満載！

音声 CD つき、E メールテンプレー

ト無料ダウンロードつき。

英語プレゼンでよく使う表現が豊富なのに加え、英語プレ
ゼンで心得ておくべきコツもたっぷりご紹介。また、英文ス
ライドのテンプレートをダウンロードして使えるので、あな
たの英語プレゼンの即戦力となるのは間違いない。

ビジネスEメール・チャットツールの英語表現
（EメールテンプレートDLつき）

場面別・職種別 ビジネス英語フレーズ3200

松浦良高 著／ ISBN：978-4-295-40362-3 ／
2,280 円 + 税／ A5 判／ 336P

海渡 寛記、イアン・クロフォードコニー・ハヤシ 著／
ISBN：978-4-295-40415-6 ／ 2,580 円 + 税／四六判／ 400P

ビジネス E メール・チャット100 文例と、
入れ替え表現 500 フレーズ

ビジネス場面の英会話フレーズ集
ビジネス場面の英会話フレーズ集。外国人の同僚や上司・

ビジネスで書く E メールやチャット (Slack や WhatsApp

部下とやり取りするときの表現など、ビジネス場面で使われ

など ) の英語表現集。そのまま使える 100 文例フォーマッ

る英語表現を盛り込みました。IT エンジニア、製造業エン

トと、部分的にアレンジできる言い換え表現を豊富に掲載す

ジニア、デザイナー、接客、カスタマーサービス、医療、金

る。

融、航空などの職種・業種別必須フレーズも網羅。多くのネ

外資系広告会社の戦略部門で世界を股にかけて活躍する著
者が、「いまどきのビジネス場面で飛び交うリアルな E メー

イティブ講師がチェックを行っているので、ナチュラルな英
語表現 3200 が学べます。

ルやチャット」の文例を場面別に紹介。E メールテンプレー
ト無料ダウンロードつき。
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英語スタイルブック
ライティングの表記ルール辞典

写真で見る 看板・標識・ラベル・パッケージ
の英語表現

石井隆之 著／ ISBN：978-4-295-40319-7 ／
2,180 円＋税／四六判／ 304P

ランサムはな 著／ ISBN：978-4-295-40248-0 ／
1,780 円 + 税／四六判／ 288P

ビジネス文書、英文レポート、学術論文
などに必須の表記ルールブック

海外出張・旅行・留学に、訪日客向けの
英語案内標識に

日本語と同じように英語にも、文章を書くときのスペリ
ング・記号・句読点などの使い方のルールがあります。
これをまとめた「スタイルブック」は、アカデミックな
レポート・学術論文の作成や記事執筆などの際にネイティ
ブにも重宝されています。
本書では、ピリオドやコロンの使い方、
大文字やイタリッ

英語の看板や標識、商品パッケージは意外と理解しにく
いもの。英単語は知っているのに、全体の意味が理解でき
ない、というのもよく聞きます。
本書では、アメリカで暮らす著者が、現地で実際に使わ
れている英語看板・標識・商品パッケージの写真を集めま
した。空港、ホテル、食事、買い物など状況別に解説。

クの扱い方など、英文ライティングの基本的な表記ルール

訪日客向けの英語案内標識や看板、商品パッケージの英

317 を、簡単な例を挙げて解説。英文を書くときに、中身

語併記などを担当している方にもおすすめです。また、クー

だけでなく見た目も良いものに仕上げていくためのノウハ

ポンや地図、栄養成分表などの画像を見て答える TOEIC

ウが満載です。

L&R の Part 3, 4 の図表問題にも役立ちます。

英語の数字ルールブック

写真と動画で見る ジェスチャー・ボディラン
ゲージの英語表現

北浦尚彦、 江藤友佳 著／ ISBN：978-4-295-40542-9 ／
1,880 円 + 税／四六判／ 240P

日常生活やビジネスで使う英語の数字
～数の読み方と使い方の基本がわかる
英語の数字の読み方や書き方がよくわからない、という

ランサムはな 著／ ISBN：978-4-295-40472-9 ／
1,780 円 + 税／四六判／ 192P

ジェスチャーの手の動きや顔の表情が、
写真と動画でわかる

声を多く聞きます。数字が瞬時に聞き取れなかったり、頭

日本で使うジェスチャーやボディランゲージは、時に海

で理解するのに数秒かかってしまったりすることもあるの

外で使われるものと違うことがあります。本書では、英

では。

語圏で使われるジェスチャーを豊富な写真とともに紹介。

英語の数字が難しく感じられる理由の１つは、日本語と
英語の数字とは桁の数え方が違うこと。
本書では、値段や日付・時間など英語でよく使われる数
字や数に関するルールを学び、計算式や例文 ･ 会話 ･ 文章

ジェスチャーと共に使う英語表現も紹介します。
写真は著者の住むアメリカで撮影。アメリカ人ネイティ
ブによるジェスチャーの動画を観ながら、動きを確認する
こともできます。

を使って集中練習します。
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TOEIC® L&Rテスト リスニングスピード
攻略（CDつき）

英語でネイティブみたいな会話がしたい！

（CDつき）

濵﨑潤之輔 著／ ISBN：978-4-295-40108-7 ／
1,780 円 + 税／ A5 判／ 272P

ジュミック今井、トレーシー・キメスカンプ 著／
ISBN：978-4-8443-7457-2 ／ 1,680 円 + 税／四六判／ 304P

忙しくても短期集中で目標スコアを取る！
出題傾向と対策

映画やドラマの世界そのままに、
ぐっとリアルな英語が話せる

TOEIC L&R テストのリスニングセクションに焦点を当

「海外の映画やドラマのセリフが聴き取れるようになるの

てた対策書。昨今のリスニング問題では、特に Part 3 と

が憧れ。だけど、なかなか難しい！」という英語学習者は

Part 4 が非常に難化し、付け焼き刃では点数が取れないよ

多いです。本書では、映画やドラマによく出てくるかっこ

うになってきました。とはいえ、出題傾向と対策法を把握

いい英語表現の数々を、ミニ会話とともに紹介。日本語キー

することは、確実に目標スコアを獲得する近道となります。

ワードを五十音順に並べて、すぐ引けるよう工夫しました。

TOEIC L&R テストで 70 回以上満点を取ってきた著者

くすっと笑ってしまうような場面設定も楽しい！

が、
「頻出の問題パターン」や「解き方のステップ」など、
TOEIC L&R 対策で絶対に意識しておくべき必須ポイントを
盛り込みました。忙しい人が短期集中で取り組むなら、こ
の１冊！

TOEIC® L&Rテスト 新形式スピード攻略
（CDつき）
石井辰哉 著／ ISBN：978-4-295-40081-3 ／
1,780 円 + 税／ A5 判／ 288P

嬉野克也 著／ ISBN：978-4-8443-7401-5 ／
1,380 円 + 税／四六判／ 224P

TOEIC L&R テストの「新形式問題」に的を絞った本

TOEIC スコア UP と同時に、
ビジネス英語を身につける !

2016 年、TOEIC L&R テストのリスニングとリーディン
グに新しい形式の問題が加わりました。とは言っても、新

「TOEIC のスコアが高くても、実際には英語がしゃべれ

しくなったのは Part 3, 4, 6, 7 の一部の問題のみ。本書で

ず仕事で使えない」という話をよく聞きますが、本書はそ

は、新しいタイプの問題に焦点を絞って解説します。

んな方のための本です。

「公式問題集にもう１冊プラスして、新形式の問題のみを
練習したい」という方におすすめの本。
著者は、丁寧な解説でファンの多い石井辰哉先生です。
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忙しい人の TOEIC®テストとビジネス英語
の同時学習法

TOEIC 対策を行うと同時に、仕事で使う英語力を身に
つけた著者が、「３カ月ごとに確実に TOEIC のスコアを
アップさせる」と同時に、
「会議や電話、メールにも困ら

忙しく、なるべく効率的に短時間で勉強したい方にオスス

ないビジネス英語を身につける」方法をご紹介。忙しい人

メのスピード攻略法！

にこそお勧めの集中型英語学習法です。
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日本で外国人を見かけたら使いたい
英語フレーズ3000（音声DLつき）
黒坂真由子、カリン・シールズ 著／ ISBN：978-4-295-40134-6 ／
2,080 円 + 税／四六判／ 376P

困っている・迷っている外国人観光客に
声をかける最初の一言
日本でも街中で、外国人を見かけることが多くなりまし
た。外国人観光客が困っている様子を見て、声をかけてあ
げたいと思っても、なかなか最初の一言が出てこない…。
そんな人のためのフレーズ集です。
街中で・駅で・居酒屋で・コンビニで、ラーメン店で。
道案内に食べ歩き、カラオケ、地震や怪我の際のアドバイ

４つのタイプ分けで英文法がわかる
清水建二 著／ ISBN：978-4-8443-7418-3 ／
1,480 円 + 税／四六判／ 240P

英語嫌いから東大合格者まで、
1 万人を教えた先生の人気授業の秘密
完了形、助動詞、仮定法、分詞構文…。ややこしい文法
用語に、高校 1 年の授業ですぐ挫折してしまった人も多
いはず。でも、こうした文法項目を大きく「名詞タイプ」
「動詞タイプ」
「形容詞タイプ」
「副詞タイプ」の 4 つに分
けることで、英語の文の構造がわかるようになり、文章を
読んだり英語を話したりする速度がアップします。人気著
者、清水建二先生による画期的英文法書！

スなど、今どきのリアルな日本についての表現ばかり。会
話が弾む話題を盛り込んだ楽しい本！

外国人から日本についてよく聞かれる
質問200（CDつき）

英語スピーキング力 ４技能＋αで全方位
から集中攻略

森田正康ほか 著、 Japan Tour Guide 編集協力／
ISBN：978-4-295-40157-5 ／ 1,680 円 + 税／四六判／ 240P

植田一三 著／ ISBN：978-4-8443-7491-6 ／
2,080 円 + 税／ A5 判／ 304P

外国人観光客からはよく聞かれるのに、
日本人には想定外の質問あれこれ
外国人と話していると、日本について思いがけないこと
を尋ねられて返事に詰まってしまうことがよくあります。
「なぜマスクをしている人が多いの？」
「どうして電車の中
で眠っている人が多いの？」など、ふだん日本人同士では

「話す・書く・聞く・読む」+「文法・語彙」の 4 技
能 +αを鍛える
英語の「スピーキング・ライティング・リスニング・リー
ディング」の 4 技能と「文法・語彙」の力をつけること
で、英語スピーキングを総合的に高める本。論理的で引き
締まった英語を話せるようになることを目指します。

話題にする機会のなかったトピックを投げかけられて、満

ビジネスでプレゼンやスピーチを行う機会のある方

足のいく答えが返せずじまい。口ごもって会話終了…。た

や、通訳案内士試験など資格検定試験の英語面接試験を

とえ英語が得意な方でも、想定外の質問に対しては慌てて

受ける人にも即効力のある内容。英検 1 級、TOEFL iBT、

しまいます。

IELTS、TOEIC S&W のスピーキング問題も解説します。

本書では、外国人が日本人に対してよく聞かれる 200
の質問を紹介。それに対する答え方の例も 4 つ示します。

さらに特設ページでは、植田一三先生による特別講義を動
画配信！

さあ、
、あなたならなんと答えますか？
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知的な人がよく使う 英語の中の「外来語」

（音声DLつき）

青柳璃乃 著／ ISBN：978-4-295-40187-2 ／
1,780 円 + 税／四六判／ 256P

英語ニュース、洋書や映画に頻出の外国語

会社概要
社名

株式会社クロスメディア・ランゲージ
（CrossMedia Language Inc.）

代表取締役

小野田幸子

ぶ機会はなかなかありません。しかし、実際の英語ニュー

会社設立日

2014 年 11 月 11 日

スや新聞・雑誌記事には、フランス語やラテン語、ヘブラ

事業内容

語学学習教材の企画、制作、販売

住所・連絡先

〒 151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 4-20-3 東栄神宮外苑ビル

英語学習者が、「英語の中の “ 外来語 ”」をきちんと学

イ語、ロシア語などから来た言葉がよく出てきます。
こうした「英語の中の外来語」は、ネイティブの中でも、

https://www.cm-language.co.jp

ある程度教養のある人向けのニュース記事や論文、そうした
人同士の会話で登場するもの。外来語を学ぶことで、より知
的な印象を与える英語を理解し使えるようになるのです。

グループ会社

株式会社クロスメディア・パブリッシング

本書では、著者が特によく見聞きする外来語をまとめた
リストから 400 語を厳選しました。英単語とは違う、少
し見慣れないつづりや発音のものもあるので、覚えやすい
クイズ形式を取り入れているのも特長です。

クロスメディア・ランゲージとは

CrossMedia + Language
さまざまなメディアを通して言語が飛び交う現代。語学学習のしかたも多種
多様（CrossMedia）です。
語学学習が身近になった今、その目的は、言語の追究だけではなく、あく
まで人と人とのコミュニケーションを行うためのツールを身につけ、異文化
（Cross-Cultural）交流をはかることだと考えます。
外国語をあやつり、世界を股にかけて（CrossWorld）活躍する国際人を、日
本から送り出したい。
その気持ちを、クロスメディア・ランゲージ（CrossMedia Language）という
言葉に込めました。
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クロスメディア・ランゲージの本の
詳しい情報はこちら→
https://www.cm-language.co.jp

SNS でも情報発信中！
https://twitter.com/cm_language
https://www.facebook.com/CrossMediaLanguage
https://www.instagram.com/crossmedialanguage/

