
『まるごと　日本のことばと文化　中級1　B1』　増刷修正一覧 
2022.07.11

第2刷 2017.4.20発行

ページ トピック パート 箇所 1刷（修正前） 2刷（修正後）

43 　1　「はじめての人と」 準備       2人目／4人目のインタビュー

 ～エルミタージュにも行ってみたいと
 思っています。
 ～シチューが作れるように
 なりたいですね。

 ～エルミタージュにも行ってみたいと  
思っています。
 ～シチューが作れるように
 なりたいですね。

 黒字→赤字

63 　2　「おすすめの料理」 1      聞くためのストラテジー （2） ①  焼き肉
　や　　　にく

 すき焼
　や

き  語句の訂正

136
｜
137

　6　「マンガを読もう」 2  東先生とレオンさんの会話の　★の範囲

レオン： ～すごくおもしろいです！私も
　（中略）　 　★

レオン： ～きっと感動する（④　　）です。
 東     ： ～ちょっと長いかもねえ。
レオン： ～すぐ読めると思います。

レオン： ～すごくおもしろいです！私も
　（中略）

レオン： ～きっと感動する（④　　）です。　★
 東     ： ～ちょっと長いかもねえ。
レオン： ～すぐ読めると思います。

★の範囲の

訂正

145 　6　「マンガを読もう」 4  読解記事（相談サイト） コメント[D] 1行目  悩める母（はは）さんは、  悩める母さんは、  不要なルビ削除

165 　7　「武道に挑戦！」 5  少林寺拳法部のチラシ（2カ所）  小林寺拳法  少林寺拳法  漢字の誤り訂正

180 　8　「便利な道具」 4  読解記事（ランキンサーチ） 3行目  夢を叶える秘密道具  夢をかなえるひみつ道具  漢字→ひらがな

189 　9　「伝統的な祭り」 1 ■ まとめましょう　（1）  金沢百万石
かなざわぎゃくまんごく

まつり  金沢百万石
かなざわひゃくまんごく

まつり  ルビの誤り訂正

215 テストの問題例 ＜問題例7（言語知識)＞（2）
～③順番にコメントしながら開けるだが、
あまりに～

～③順番にコメントしながら開けるのだ
が、あまりに～

 脱字の修正

227  音声スクリプト
トピック6　PART2        ロールプレイ（例）

 事件
じけん

や戦
たたかい

いが  事件
じけん

や戦
たたか

いが  ルビの誤り訂正

233  音声スクリプト
テストの問題例　聴解
トピック1-3＜問題例1＞

 白川ゆかりです。  白川
しらかわ

ゆかりです。  ルビをふる

（1）6_33
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『まるごと　日本のことばと文化　中級1　B1』　増刷修正一覧 
2022.07.11

第3刷 2017.9.10発行

ページ トピック パート 箇所 2刷（修正前） 3刷（修正後）

12 　巻頭 ④読むためのストラテジー ～ことばの意味の推測したり、～ ～ことばの意味を推測したり、～ 誤字の訂正

47 　1　「はじめての人と」 2       会話に役立つ文法・文型
オーストラリアで何をなさっているんですか？
→①

オーストラリアで何をなさっているんですか？
→①
どこで勉強なさっているんですか？→①

例文の追加

47 　1　「はじめての人と」 2 ①尊敬語1：特別な形の動詞 オーストラリアで何をなさっているんですか？
オーストラリアで何をなさっているんですか？
どこで勉強なさっているんですか？

例文の追加

65 　2　「おすすめの料理」 2       会話に役立つ文法・文型 うーん、ないみたいですね。→①
うーん、ないみたいですね。→①
いろいろあるみたいですけど、…。→①

例文の追加

65 　2　「おすすめの料理」 2       会話に役立つ文法・文型 うーん、ないみたいですね。
うーん、ないみたいですね。
いろいろあるみたいですけど、…。

例文の追加

141
｜
142

　6　「マンガを読もう」 3

      ストーリーをまとめて簡単に言う

      スクリプト

　　 タイトル：『水滸伝』

108人の男 108人の英雄
えいゆう 語句の訂正（3カ

所）

165 　7　「武道に挑戦！」 5  少林寺拳法部のチラシ（2カ所）  少林寺挙法  少林寺拳法 漢字の誤り訂正

第4刷 2018.11.10発行

ページ トピック パート 箇所 3刷（修正前） 4刷（修正後）

19, 37 　内容一覧 　トピック4　パート4　文法・文型 
お客様にはご宿泊の際、ご不快な思いをおか
けしました。

お客様にはご宿泊の際、ご不快な思いをおか
けいたしました。

語句の訂正

76 教室の外へ  ➋
日本に、あなた国の料理が食べられるレスト
ランがあるか、･･･

日本に、あなたの国の料理が食べられるレス
トランがあるか、･･･

脱字の修正

182 　8　便利な道具 4       読むのに役立つ文法・文型
昔の自分の会えたら、いろいろとアドバイスで
きるのに･･･

昔の自分の会えたら、いろいろアドバイスでき
るのに･･･

語句の訂正

221 　音声スクリプト
 トピック3　PART1 聞き手：へー。

聞き手：私はライブに2回行きましたけど、…

聞き手：へー。

清田　：私はライブに2回行きましたけど、…
語句の訂正
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『まるごと　日本のことばと文化　中級1　B1』　増刷修正一覧 
2022.07.11

第5刷 2019.9.10発行

ページ トピック パート 箇所 4刷（修正前） 5刷（修正後）

76 　教室の外へ  ➋
日本に、あなた国の料理が食べられるレスト
ランがあるか、･･･

日本に、あなたの国の料理が食べられるレス
トランがあるか、･･･

脱字の修正

第6刷 2020.12.1発行

ページ トピック パート 箇所 5刷（修正前） 6刷（修正後）

19,37 　内容一覧 　トピック4　パート2　文法・文型 代わりに湯豆腐をお出ししましょうか？ 代わりに湯豆腐をお出ししましょうか？ 赤字→黒字

180 　8　「便利な道具」 4  読解記事（ランキンサーチ） 3行目  夢を叶える秘密道具  夢をかなえるひみつ道具 漢字→ひらがな

230 　音声スクリプト
 トピック8　PART1 高橋：たとえば、・・・スマホばっかり見てる人

たちいるよね。
高橋：たとえば、・・・スマホ見てる人たちいる
よね。

語句の訂正

第7刷 2021.7.1発行

ページ トピック パート 箇所 5刷（修正前） 6刷（修正後）

168 　8　「便利な道具」 準備　　　 ⑤ 羽がない扇風機（丸い形状）の写真 羽がない扇風機（楕円）の写真
写真提供会社の希
望により写真変更

第8刷 2022.7.1発行

ページ トピック パート 箇所 6刷（修正前） 7刷（修正後）

162
7 武道に挑戦！
海外に広まる日本の武
道

4 コラム欄のAの文章中 前田光代 前田光世 誤字の訂正

8_11
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