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株式会社ジャパンタイムズ（本社：東京都港区、代表取締役：堤丈晴）は、
楽しく簡単に覚えられる

⽇本語を学ぶ外国⼈はまず、⾒慣れない
つ一つ覚えるところから始めなければなりません。本書は
るイラストとキーフレーズを使ってかな文字の字形と音を結び付け、
しく・速く・確実に
⻑く学習者に親しまれ

今回の改訂版
くするとともに
帳として使いやすくしました。
設けました。
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■商品概要■
商品名：『
発売⽇：
定価：1,
体裁：B5
ISBN: 978
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

★ブックサイズを

 B5 に拡大。

暗記用 

キーフレーズ 

ている字との 

いをつかむ 

報道関係者各位 
プレスリリース 

イラストでサクサク覚える

『KANA CAN BE EASY
株式会社ジャパンタイムズ（本社：東京都港区、代表取締役：堤丈晴）は、

楽しく簡単に覚えられる
⽇本語を学ぶ外国⼈はまず、⾒慣れない

つ一つ覚えるところから始めなければなりません。本書は
るイラストとキーフレーズを使ってかな文字の字形と音を結び付け、
しく・速く・確実に覚えられる
⻑く学習者に親しまれ

今回の改訂版では、イラストを全点描き直し、より字形
するとともに、ブックサイズを

帳として使いやすくしました。
設けました。⽇本語初心者の方

■商品概要■ 
商品名：『KANA CAN BE EASY [Revised 
発売⽇：12 月下旬より全国の書店にて順次発売

1,296 円（税込）
B5 判・並製・
978-4-7890

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

★ブックサイズを 

に拡大。 

イラストでサクサク覚える

KANA CAN BE EASY
株式会社ジャパンタイムズ（本社：東京都港区、代表取締役：堤丈晴）は、

楽しく簡単に覚えられる、外国⼈のための
⽇本語を学ぶ外国⼈はまず、⾒慣れない

つ一つ覚えるところから始めなければなりません。本書は
るイラストとキーフレーズを使ってかな文字の字形と音を結び付け、

覚えられるようにした
⻑く学習者に親しまれてきました

では、イラストを全点描き直し、より字形
、ブックサイズを

帳として使いやすくしました。また、
⽇本語初心者の方すべてに

KANA CAN BE EASY [Revised 
より全国の書店にて順次発売

円（税込） 
判・並製・128 ページ・本文

7890-1661-2 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

★イラストはすべて描き直し。

 

★文字の練習用

 スペースを拡張。

イラストでサクサク覚える

KANA CAN BE EASY
株式会社ジャパンタイムズ（本社：東京都港区、代表取締役：堤丈晴）は、

外国⼈のための教材
⽇本語を学ぶ外国⼈はまず、⾒慣れないひらがな・カタカナ

つ一つ覚えるところから始めなければなりません。本書は
るイラストとキーフレーズを使ってかな文字の字形と音を結び付け、

ようにした１冊です。
てきました。 

では、イラストを全点描き直し、より字形
、ブックサイズを B5 に拡大して練習スペースを広げ、練習

また、巻末には
すべてにおすすめ

KANA CAN BE EASY [Revised Edition] 
より全国の書店にて順次発売

ページ・本文 1 色 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

★イラストはすべて描き直し。

 字形イメージがよりわかりやすく。

★文字の練習用 

スペースを拡張。 

  

イラストでサクサク覚える 外国人のためのカナ練習帳

KANA CAN BE EASY
 

株式会社ジャパンタイムズ（本社：東京都港区、代表取締役：堤丈晴）は、
教材『KANA CAN BE EASY
ひらがな・カタカナ

つ一つ覚えるところから始めなければなりません。本書は
るイラストとキーフレーズを使ってかな文字の字形と音を結び付け、

１冊です。1990

では、イラストを全点描き直し、より字形
に拡大して練習スペースを広げ、練習
巻末には 10 文字ごとに練習シートを

おすすめの一冊です。

Edition]  絵で覚えるひらがな・カタカナ［改訂版］
より全国の書店にて順次発売 

色 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

★イラストはすべて描き直し。

字形イメージがよりわかりやすく。

外国人のためのカナ練習帳

KANA CAN BE EASY 改訂版』
株式会社ジャパンタイムズ（本社：東京都港区、代表取締役：堤丈晴）は、

KANA CAN BE EASY
ひらがな・カタカナ 92 文字を一

つ一つ覚えるところから始めなければなりません。本書は、アイデアあふれ
るイラストとキーフレーズを使ってかな文字の字形と音を結び付け、

1990 年の初版以来、

では、イラストを全点描き直し、より字形をイメージしやす
に拡大して練習スペースを広げ、練習

文字ごとに練習シートを
一冊です。 

絵で覚えるひらがな・カタカナ［改訂版］

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

★イラストはすべて描き直し。 

字形イメージがよりわかりやすく。 

フォントによる

字形の違いを

株式会社ジャパンタイムズ

外国人のためのカナ練習帳

改訂版』
株式会社ジャパンタイムズ（本社：東京都港区、代表取締役：堤丈晴）は、ひらがな・カタカナが

KANA CAN BE EASY』の改訂版
文字を一

アイデアあふれ
るイラストとキーフレーズを使ってかな文字の字形と音を結び付け、より楽

版以来、

イメージしやす
に拡大して練習スペースを広げ、練習

文字ごとに練習シートを

絵で覚えるひらがな・カタカナ［改訂版］

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

フォントによる 

いを認識

2016 年 12
株式会社ジャパンタイムズ

外国人のためのカナ練習帳 

改訂版』発売 
ひらがな・カタカナが

の改訂版を発売しました

絵で覚えるひらがな・カタカナ［改訂版］

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

★巻末に 10

 まとめ練習を増設。

12 月 21 ⽇ 
株式会社ジャパンタイムズ 

 
ひらがな・カタカナが

を発売しました。 

絵で覚えるひらがな・カタカナ［改訂版］』 
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10 文字ごとの

まとめ練習を増設。 

 

 



好評既刊

『KANJI PUZZLES & QUIZZES
漢字が好きな人も、苦手な人も楽しめる 
 ひらがなとカタカナを覚えたら
750 の漢字と
掲載。⽇本語能⼒試験
富なカラー写真とともに楽しみながら覚えられます。
 共通の部⾸探しや熟語完成のパズル、地理や⽣活に関する⽇本文化クイズを通
して、手応えのある
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■商品概要■
商品名：『
全国の書店にて
定価：1,296
体裁：新書
ISBN: 978
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
【「The Japan Times
「The Japan 
の英文ニュースを提供しています。
道を通じ、⽇本を世界に発信する役割を果たしてきました。
Times / International New York Times
ューヨーク・タイムズ紙国際版と
 
【本件に関するお問い合わせ先】
＜商品に関する問い合わせ＞
株式会社ジャパンタイムズ
03-3453
 
＜プレス関係の問い合わせ＞
経営推進
03-3453

好評既刊 

KANJI PUZZLES & QUIZZES
漢字が好きな人も、苦手な人も楽しめる

ひらがなとカタカナを覚えたら
の漢字と 300 の語彙をあらゆる角度から取り上げた

掲載。⽇本語能⼒試験
富なカラー写真とともに楽しみながら覚えられます。

共通の部⾸探しや熟語完成のパズル、地理や⽣活に関する⽇本文化クイズを通
して、手応えのある

■商品概要■ 
商品名：『KANJI PUZZLES & QUIZZES
全国の書店にて発売中

1,296 円（税込）
新書判・並製・
978-4-7890

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

The Japan Times
The Japan Times

の英文ニュースを提供しています。
道を通じ、⽇本を世界に発信する役割を果たしてきました。
Times / International New York Times
ューヨーク・タイムズ紙国際版と

【本件に関するお問い合わせ先】
＜商品に関する問い合わせ＞
株式会社ジャパンタイムズ

3453-2013  hiroyuki.ohno@japantimes.co.jp

＜プレス関係の問い合わせ＞
経営推進部（佐々木）

3453-5312（代）

KANJI PUZZLES & QUIZZES
漢字が好きな人も、苦手な人も楽しめる

ひらがなとカタカナを覚えたら
の語彙をあらゆる角度から取り上げた

掲載。⽇本語能⼒試験 N２・N３（旧試験２級）レベルを中心とした漢字を、豊
富なカラー写真とともに楽しみながら覚えられます。

共通の部⾸探しや熟語完成のパズル、地理や⽣活に関する⽇本文化クイズを通
して、手応えのある KANJI の世界に挑戦してください。

KANJI PUZZLES & QUIZZES
中 

円（税込） 
判・並製・160 ページ・

7890-1652-0 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

The Japan Times」について】
Times」は国内で最大の販売部数を誇る英字新聞であり、多様で独自性のある⽇本関連

の英文ニュースを提供しています。
道を通じ、⽇本を世界に発信する役割を果たしてきました。
Times / International New York Times
ューヨーク・タイムズ紙国際版と

【本件に関するお問い合わせ先】
＜商品に関する問い合わせ＞  
株式会社ジャパンタイムズ 出版営業部（大野）

hiroyuki.ohno@japantimes.co.jp

＜プレス関係の問い合わせ＞ 
） 

（代） pr@japantimes.co.jp

カラー写真で、
旅先や⽇常⽣活で
出会う漢字を確認

KANJI PUZZLES & QUIZZES
漢字が好きな人も、苦手な人も楽しめる

ひらがなとカタカナを覚えたら、次に必要になるのが漢字
の語彙をあらゆる角度から取り上げた

３（旧試験２級）レベルを中心とした漢字を、豊
富なカラー写真とともに楽しみながら覚えられます。

共通の部⾸探しや熟語完成のパズル、地理や⽣活に関する⽇本文化クイズを通
の世界に挑戦してください。

KANJI PUZZLES & QUIZZES 漢字パズル＆クイズ

ページ・４色（一部１色）

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

」について】www.japantimes.co.jp 
」は国内で最大の販売部数を誇る英字新聞であり、多様で独自性のある⽇本関連

の英文ニュースを提供しています。1897 年の創刊以来、政治、経済、文化、社会およびスポーツ報
道を通じ、⽇本を世界に発信する役割を果たしてきました。
Times / International New York Times」の名称で、世界のク
ューヨーク・タイムズ紙国際版とセットで発⾏

【本件に関するお問い合わせ先】 

出版営業部（大野）
hiroyuki.ohno@japantimes.co.jp

pr@japantimes.co.jp

カラー写真で、 
旅先や⽇常⽣活で
出会う漢字を確認 

KANJI PUZZLES & QUIZZES』好評発売中
漢字が好きな人も、苦手な人も楽しめる 

次に必要になるのが漢字
の語彙をあらゆる角度から取り上げた

３（旧試験２級）レベルを中心とした漢字を、豊
富なカラー写真とともに楽しみながら覚えられます。 

共通の部⾸探しや熟語完成のパズル、地理や⽣活に関する⽇本文化クイズを通
の世界に挑戦してください。

漢字パズル＆クイズ

（一部１色） 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

www.japantimes.co.jp 
」は国内で最大の販売部数を誇る英字新聞であり、多様で独自性のある⽇本関連

年の創刊以来、政治、経済、文化、社会およびスポーツ報
道を通じ、⽇本を世界に発信する役割を果たしてきました。

」の名称で、世界のク
発⾏しています

出版営業部（大野） 
hiroyuki.ohno@japantimes.co.jp  

pr@japantimes.co.jp 

 

』好評発売中 

次に必要になるのが漢字です。本書には、約
の語彙をあらゆる角度から取り上げたパズルとクイズを

３（旧試験２級）レベルを中心とした漢字を、豊

共通の部⾸探しや熟語完成のパズル、地理や⽣活に関する⽇本文化クイズを通
の世界に挑戦してください。 

漢字パズル＆クイズ』 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

www.japantimes.co.jp  
」は国内で最大の販売部数を誇る英字新聞であり、多様で独自性のある⽇本関連

年の創刊以来、政治、経済、文化、社会およびスポーツ報
道を通じ、⽇本を世界に発信する役割を果たしてきました。2013 年

」の名称で、世界のクオリティーペーパーとして名高いニ
しています。 

 

問題文には
すべて英訳付き

です。本書には、約
パズルとクイズを 88 問

３（旧試験２級）レベルを中心とした漢字を、豊

共通の部⾸探しや熟語完成のパズル、地理や⽣活に関する⽇本文化クイズを通

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

」は国内で最大の販売部数を誇る英字新聞であり、多様で独自性のある⽇本関連
年の創刊以来、政治、経済、文化、社会およびスポーツ報

年 10 月からは「
オリティーペーパーとして名高いニ

問題文には 
すべて英訳付き 

です。本書には、約
問

共通の部⾸探しや熟語完成のパズル、地理や⽣活に関する⽇本文化クイズを通

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

」は国内で最大の販売部数を誇る英字新聞であり、多様で独自性のある⽇本関連
年の創刊以来、政治、経済、文化、社会およびスポーツ報

月からは「The Japan 
オリティーペーパーとして名高いニ

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

」は国内で最大の販売部数を誇る英字新聞であり、多様で独自性のある⽇本関連
年の創刊以来、政治、経済、文化、社会およびスポーツ報

The Japan 
オリティーペーパーとして名高いニ

 


