
■第2外国語演習 21前期 教科書リスト 2021/4/2

本リストに掲載している教科書および参考書は教員の皆様から生協にご連絡いただいたものです。3月11日時点での最新情報です。

本リストにない場合は店頭またはメールにてお問い合わせください。 textorder@coop.hokudai.ac.jp

ご購入後の返品・交換は一切できません。

学科 学年 講義名 教員名 必要度 書名 出版社名 税込価格

韓国語演習 全学年 韓国語演習C1：今日から使える韓国語 趙　恵真 教科書 韓国語の世界へ入門編　三訂版 朝日出版社 ¥2,530

中国語演習 全学年 中国語演習C1：あなたが主役 演じる入門中国語 楊　彩虹 教科書 あなたが主役演じる入門中国語 朝日出版社 ¥2,530

中国語演習 全学年 中国語演習C1：初めての中国語 趙　萌 教科書 簡明中文システム１５　改訂版 同学社 ¥2,420

中国語演習 全学年 中国語演習C1：初めての中国語会話 楊　彩虹 教科書 日中いぶこみ交差点  エッセンシャル版 朝日出版社 ¥2,640

中国語演習 全学年 中国語演習C1：初級中国語会話 云　肖梅 教科書 【初級中国語】校園故事ーキャンパス物語　 松柏社 ¥2,200

中国語演習 全学年 中国語演習C1：中国語はじめの一歩 唐　イ 教科書 中国語はじめの一歩　最新２訂版 白水社 ¥2,420

中国語演習 全学年 中国語演習C1：中国語を話してみよう 王　冰 教科書 中国語で伝えよう！コミュニケーション・チャイニーズ　 朝日出版社 ¥2,640

中国語演習 全学年 中国語演習C2：読み物で基礎固め 清水　賢一郎 教科書 読む中国語（ＣＤ付） 朝日出版社 ¥2,420

中国語演習 全学年 中国語演習C3：現代中国を読む 渡邉　浩平 教科書 時事中国語の教科書　２０２１年度版　 朝日出版社 ¥2,090

中国語演習 全学年 中国語演習C3：「現代中国を知るキーワード」 城山　英巳 教科書 時事中国語の教科書　２０２１年度版 朝日出版社 ¥2,090

中国語演習 全学年 中国語演習C4：ネイティブの中国語表現 西　茹 教科書 音読で身につく中国語　中級　 朝日出版社 ¥2,420

フランス語演習 全学年 フランス語演習C1：フランス語文法入門 竹中　のぞみ 教科書 初級フランス語文法　３訂版 朝日出版社 ¥2,420

フランス語演習 全学年 フランス語演習C1：Level1 リュシアン・クレルク 教科書 Latitudes Niveau 1: Livre de l`elve plus　 ¥3,786

フランス語演習 全学年 フランス語演習C2：Level2 リュシアン・クレルク 教科書 Latitudes Niveau 1: Livre de l`elve plus　 ¥3,786

フランス語演習 全学年 フランス語演習C3：Level3 リュシアン・クレルク 教科書 Latitudes Niveau 1: Livre de l`elve plus　 ¥3,786

フランス語演習 全学年 フランス語演習S3：フランス語読解への次の一歩 村松　正隆 教科書 フランス語で読む哲学２２選ーモンテーニュからデリダまで　 朝日出版社 ¥2,530

フランス語演習 全学年 フランス語演習S3：フランス語のテクストを読む 竹内　修一 教科書 ＯＤ＞Ｐａｓｓａｇｅｓ　 東京大学出版会 ¥2,200

スペイン語演習 全学年 スペイン語演習：C1 表現するための口頭コミュニケーション ロペス　ハラ　サンティアゴ 教科書 プラサ・マヨール　１ 朝日出版社 ¥2,310

スペイン語演習 全学年 スペイン語演習：C1 表現するための筆記コミュニケーション1 ロペス　ハラ　サンティアゴ 教科書 スペイン語文法と練習 白水社 ¥2,420

スペイン語演習 全学年 スペイン語演習C1 スペインのテクストでスペイン語文法を学ぶ 石井　登 教科書 Manual de estilo Alianza editorial ¥1,783

スペイン語演習 全学年 スペイン語演習C1：コミュニケーションのためのスペイン語文法1 村瀬 幸代 教科書 いいね！スペイン語 朝日出版社 ¥2,860

スペイン語演習 全学年 スペイン語演習C2：スペイン語を続けよう！ パイチャゼ・スヴェトラナ 教科書 スペイン語のある風景　３版 同学社 ¥2,970

ドイツ語演習 全学年 ドイツ語演習C1：ミュンヘン観光 阿部 和夫 教科書 ミュンヒェンに夢中 同学社 ¥2,750

ドイツ語演習 全学年 ドイツ語演習C1：ドイツ語での日常会話 江口　豊 教科書 プリマ・プルス　 朝日出版社 ¥2,860

ドイツ語演習 全学年 ドイツ語演習C1：日本の若者のためのやさしいドイツ語1 ラントハーゲン・ ザビーネ 教科書 プリマ・プルス　 朝日出版社 ¥2,860

ドイツ語演習 全学年 ドイツ語演習C1：日常生活のためのドイツ語コミュニケーション1 ラントハーゲン・ ザビーネ 教科書 シュピッツェ！　１　 朝日出版社 ¥2,970

ドイツ語演習 全学年 ドイツ語演習C1：ドイツ語で日常のコミュニケーション1 ラントハーゲン・ ザビーネ 教科書 Studio21，TeilbandA1.1 郁文堂 ¥3,718

ドイツ語演習 全学年 ドイツ語演習C1：国際的な視点から見たドイツ1 ラントハーゲン・ ザビーネ 教科書 Schritte international Neu 1. Kursbuch +　 郁文堂 ¥3,960

ドイツ語演習 全学年 ドイツ語演習C3：ドイツの生活と社会1 ラントハーゲン・ ザビーネ 教科書 Studio 21 in Teilbanden: Deutschbuch A2.1 mit DVD-Rom 郁文堂 ¥3,718

ドイツ語演習 全学年 ドイツ語演習S1：原発のない暮らし-ドイツの選択 浅野 友紀 教科書 原発のない暮らし　 郁文堂 ¥2,750

ロシア語演習 1年 ロシア語演習C1：総合1 複数教官 教科書 昔々あるところに　初心者のためのロシア語28課 日ソ ¥2,420

ロシア語演習 1年 ロシア語演習C1：会話1 複数教官 教科書 ロシア語の世界へ！ー初心者の旅　 朝日出版社 ¥2,420

ロシア語演習 1年 ロシア語1(推薦図書) 複数教官 推薦書 博友社ロシア語辞典　改訂新版 博友社 ¥6,407

ロシア語演習 1年 ロシア語1(推薦図書) 複数教官 推薦書 総合ロシア語入門　 研究社 ¥3,850

ロシア語演習 1年 ロシア語1(推薦図書) 複数教官 推薦書 ロシア　 山川出版社（千代田区） ¥3,080

ロシア語演習 1年 ロシア語1(推薦図書) 複数教官 推薦書 ロシアを知る事典　新版 平凡社 ¥8,800

ロシア語演習 1年 ロシア語1(推薦図書) 複数教官 推薦書 知っておきたいロシア文学　 明治書院 ¥990

外国語特別演習 全学年 フィンランド語C1：be動詞だけで多彩な表現を 水本　秀明 推薦書 フィンランド　 情報センター出版局 ¥1,980

外国語特別演習 全学年 フィンランド語C1：be動詞だけで多彩な表現を 水本　秀明 推薦書 フィンランド語のしくみ　新版 白水社 ¥1,760

外国語特別演習 全学年 フィンランド語C1：be動詞だけで多彩な表現を 水本　秀明 推薦書 フィンランド語文法ハンドブック　 白水社 ¥4,400

外国語特別演習 全学年 イタリア語C1：はじめてのイタリア語 望月　由美子 教科書 しっかり学ぶイタリア語　 ベレ出版 ¥1,980

外国語特別演習 全学年 ギリシア語C1：古典ギリシア語入門 北郷　彩 教科書 ＯＤ＞新約聖書ギリシア語初歩　改訂新版 教文館 ¥4,180

外国語特別演習 全学年 ラテン語C1：古典ラテン語入門 川本　愛 教科書 楽しいラテン語　 教文館 ¥3,850
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