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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。9月13日時点での最新情報です。
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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 1年 C3:原文で楽しむ韓国語 千　永柱 参考書 ﾎﾟｹｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾚｯｼﾌﾞ韓日･日韓辞典　第２版 小学館 ¥3,520

韓国語演習 1年 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

韓国語演習 1年 C3:さまざまなシチュエーションに応じた表現を学ぼう 松田　由紀 教科書 話せる！中級韓国語　 朝日出版社 ¥2,640

中国語演習 1年 C2：基礎中国語会話 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 1年 S4：時事ニュースで学ぶ中国語 楊　彩虹 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 1年 C2:「新しい中国」を読もう 城山英巳 教科書 知ってる？今の中国～衣食住遊～ 朝日出版社 ¥2,420

中国語演習 1年 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 1年 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 1年 C3:ネイティブの中国語表現 西　茹 教科書 ２年めの伝える中国語　 白水社 ¥2,530

中国語演習 1年 C2:中国語で話してみよう 西　茹 教科書 ニーハオ！ニッポン　 朝日出版社 ¥2,640

中国語演習 1年 C2：中国語で話してみよう 藤野　陽平 教科書 旅して学ぶ中国語　 朝日出版社 ¥2,750

中国語演習 1年 C2：音から学ぶ中国語基礎 渡邉　浩平 教科書 北大総合中国語　１・２　 朝日出版社 ¥3,080

中国語演習 1年 C2：中国語でｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝしてみよう 王冰 教科書 中国語で伝えよう！ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ･ﾁｬｲﾆｰｽﾞ 朝日出版社 ¥2,640

中国語演習 1年 C2:話す中国語 ケイ　玉芝 教科書 ほあんいん！中国語会話篇　 郁文堂 ¥2,530

中国語演習 1年 C2：中国語ライティング 楊　彩虹 教科書 文章力アップ！伝わる中国語作文 朝日出版社 ¥2,310

フランス語演習 1年 C2：基礎講読21C 三浦　なつみ 教科書 フランスの若者は「いま」　 朝日出版社 ¥2,530

フランス語演習 1年 C2：基礎講読21B 竹中　のぞみ 教科書 フランコフォニーへの旅　改訂版 駿河台出版社 ¥2,530

フランス語演習 1年 C2：フランス語発展文法 小澤　卓哉 教科書 グラメール・フランセーズ 朝日出版社 ¥2,310

フランス語演習 1年 C2：表現のための初級フランス語文法 小澤　卓哉 教科書 ことばのしくみフランス語 白水社 ¥2,530

フランス語演習 1年 C1:Level1 リュシアン・クレルク 教科書 Latitudes Niveau 1: Livre de l`elve plus　 ¥3,910

フランス語演習 1年 C2:Level2 リュシアン・クレルク 教科書 Latitudes Niveau 1: Livre de l`elve plus　 ¥3,910

フランス語演習 1年 C3:Level3 リュシアン・クレルク 教科書 Latitudes Niveau 1: Livre de l`elve plus　 ¥3,910

スペイン語演習 1年 C2:スペイン口頭コミュニケーション(基礎) ロペス　ハラ　サンティアゴ 教科書 プラサ・マヨール　１　改訂版 朝日出版社 ¥2,310

スペイン語演習 1年 C2:スペイン語筆記コミュニケーション(基礎) 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 1年 C2:スペインのテクストでスペイン語を学ぶll 石井　登 教科書 El libro de los verbos Alianza editorial ¥1,918

スペイン語演習 1年 C2:コミュニケーションのためのスペイン語文法ll 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 1年 S2:観光プロモーション動画で学ぶスペイン語 石黒　侑介 教科書 世界遺産を訪ねて　改訂版 朝日出版社 ¥2,530

ドイツ語演習 1年 S2：ドイツの美術と街 齋藤　拓也 教科書 ドイツ美術の旅　 朝日出版社 ¥2,640

ドイツ語演習 1年 S2:ドイツの森と「森林美学」 上田裕文 講義指定図書 こんな樹木葬で眠りたい　 旬報社 ¥1,650

ドイツ語演習 1年 S2:ドイツの森と「森林美学」 上田裕文 講義指定図書 森林美学　 海青社 ¥4,400

ドイツ語演習 1年 C2:基礎から身に付けるドイツ語力　文法・読解 塩谷　幸子 教科書 ドイツ語の時間読解編 朝日出版社 ¥2,530

ドイツ語演習 1年 S2:ドイツの森と「森林美学」 上田裕文 教科書 森と山と川でたどるドイツ史 岩波書店 ¥1,012

ドイツ語演習 1年 C2:日本の若者のためのドイツ語2 ラントハーゲン・ ザビーネ 教科書 prima plus+ A1. Deutsch fur junge Leute in Japan.(プリマ・プルス) 朝日出版社 ¥2,860

ドイツ語演習 1年 C2:日常生活のためのドイツ語コミュニケーション2 ラントハーゲン・ ザビーネ 教科書 Spitze! 1(ｼｭﾋﾟｯﾂｪ! 1)　 朝日出版社 ¥2,970

ドイツ語演習 1年 C2:ドイツ語で日常のコミュニケーション2 ラントハーゲン・ ザビーネ 教科書 studio 21 Grundstufe A1: Teilband 2. Kurs- und Ubungsbuch mit DVD-ROM ¥2,550

ドイツ語演習 1年 C2:国際的な視点から見たドイツ2 ラントハーゲン・ ザビーネ 教科書 Schritte international Neu 2. Kursbuch +　 ¥2,713

ドイツ語演習 1年 C3：ドイツの生活と社会2 ラントハーゲン・ ザビーネ 教科書 studio [21] Grundstufe A2: Teilband 2 - Das Deutschbuch (Kurs- und Ubungsbuch mit DVD-ROM) P 176 p. 15 ¥2,550

ドイツ語演習 1年 S2:ドイツの社会と文化(エッセイ購読)(２) 寺田　龍男 教科書 ドイツ語の扉　 同学社 ¥2,420

ドイツ語演習 1年 C2:ドイツ語２プラス 橋本　聡 教科書 ドイツ語の扉　 同学社 ¥2,420

ドイツ語演習 1年 S3：ドイツ語読解演習 谷　遼大 講義指定図書 必携ドイツ文法総まとめ　改訂版 白水社 ¥1,760

mailto:textorder@coop.hokudai.ac.jp


■第2外国語演習 21後期 教科書リスト ########

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。9月13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

ドイツ語演習 1年 S3：ドイツ語読解演習 谷　遼大 講義指定図書 中級ドイツ文法　新装版 白水社 ¥4,180

ドイツ語演習 1年 C3：日常生活のためのドイツ語コミュニケーション ケリン　ヤコプス 教科書 Deutsch ganz leicht A1. Englisch P 11 ¥1,578

ロシア語演習 1年 C2：総合２ 宇佐見　多佳子 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

外国語特別演習 1年 インドネシア語 S1:入門 田代　亜紀子 教科書 ゼロから始めるインドネシア語　 三修社 ¥2,640

外国語特別演習 1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 1年 オランダ語C1：難しいかな？オランダ語 江口　豊 教科書 ゼロから話せるオランダ語　 三修社 ¥2,640

外国語特別演習 1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 1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 1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 1年 フィンランド語　C2：コミュニケーション力と文法理解を深める 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 1年 フィンランド語　C2：コミュニケーション力と文法理解を深める 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 1年 フィンランド語　C2：コミュニケーション力と文法理解を深める 水本　秀明 推薦書 フィンランド語のすすめ　初級編　 研究社 ¥3,520

外国語特別演習 1年 フィンランド語　C2：コミュニケーション力と文法理解を深める 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 1年 ギリシア語　C2：古典ギリシア語基礎 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
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