
■第2外国語演習 23前期 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。4月1日時点での最新情報です。
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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

スペイン語演習 全学年 C1: DELE （スペイン語能力試験）のためのスペイン語　A1.1ロペス　ハラ　サンティアゴ 教科書 Frecuencias. Espanol Comunicativo Para el Siglo XXI A1.1 Editorial Edinumen ¥2,563

スペイン語演習 全学年 C1: DELE （スペイン語能力試験）のためのスペイン語　A1.1ロペス　ハラ　サンティアゴ 教科書 Frecuencias. Espanol Comunicativo Para el Siglo XXI A1.1 Editorial Edinumen ¥2,563

スペイン語演習 全学年 C1:　口頭スペイン語(入門) 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 全学年 C1:スペイン語のテクストでスペイン語文法を学ぶ1 石井　登 教科書 Manual de estilo Alianza editorial ¥2,139

スペイン語演習 全学年 C1：スペイン語文法入門 村瀬　幸代 教科書 スペイン語と歩こう　 朝日出版社 ¥2,750

スペイン語演習 全学年 C3:口頭スペイン語(中級1) ロペス　ハラ　サンティアゴ 教科書 プラサ・マヨール　２　改訂版 朝日出版社 ¥2,310

スペイン語演習 全学年 S1： ラテンアメリカの多文化社会 パイチャゼ・スヴェトラナ 教科書 ラテアメ！スペイン語ーラテンアメリカ縦断ー　 朝日出版社 ¥2,640

スペイン語演習 全学年 S1：スペインの文化と社会入門 増田　哲子 教科書 やあ、元気？　 朝日出版社 ¥2,090

ドイツ語演習 全学年 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 C1：ドイツ語の文法と語彙に親しもう(1) 齋藤　拓也 教科書 ブーメラン・エルエー　 朝日出版社 ¥2,750

ドイツ語演習 全学年 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 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 シュピッツェ！　１　 朝日出版社 ¥2,970

ドイツ語演習 全学年 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 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 シュピッツェ！　１　 朝日出版社 ¥2,970

ドイツ語演習 全学年 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 シュピッツェ！　２　 朝日出版社 ¥2,970

ドイツ語演習 全学年 C3：ドイツ語3（統一教科書10-12課） 藤本　純子 教科書 ドイツ語の扉　 同学社 ¥2,420

フランス語演習 全学年 C1:フランス語文法入門 堀　晋也 教科書 グラメール・アクティーヴ 朝日出版社 ¥2,750

フランス語演習 全学年 C3：初級講読 小澤　卓哉 教科書 ヴレマン？文法を深めながら発見するフランス１４章［第２版］ 三修社 ¥2,310

フランス語演習 全学年 S3： 社会学の古典を読む 金山　準 教科書 社会分業論　 筑摩書房 ¥1,980

フランス語演習 全学年 S3： 社会学の古典を読む 金山　準 教科書 自殺論　改版 中央公論新社 ¥1,650

フランス語演習 全学年 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

フランス語演習 全学年 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

ロシア語演習 全学年 C1:会話1 ブンティロフ　ゲオルギー 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 全学年 C1:総合 トレポワ　ジャンナ 教科書 ロシア語の世界へ！ー初心者の旅　 朝日出版社 ¥2,420

中国語演習 全学年 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 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 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 C1：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 全学年 C1：初めての中国語会話 楊　彩虹 教科書 ライト版中国語でコミュニケーション　 朝日出版社 ¥2,530

中国語演習 全学年 C1：初めての中国語会話 楊　彩虹 教科書 ライト版中国語でコミュニケーション　 朝日出版社 ¥2,530

中国語演習 全学年 C1:初級中国語会話 唐　韋 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 C1：中国語の日常会話 許　仁碩 教科書 初級テキスト中国語新選サラダ　 朝日出版社 ¥2,420

中国語演習 全学年 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 C1：中国語会話スキルアップ 于　海春 教科書 日中いぶこみ交差点 朝日出版社 ¥2,640

中国語演習 全学年 C1：中国語会話スキルアップ 于　海春 教科書 日中いぶこみ交差点　 朝日出版社 ¥2,640

中国語演習 全学年 C1：中国語会話入門 許　仁碩 教科書 初級テキスト中国語新選サラダ　 朝日出版社 ¥2,420

中国語演習 全学年 C3：中国語新聞の読み方、ニュースの聴き方 城山　英巳 教科書 時事中国語の教科書　２０２３年度版　 朝日出版社 ¥2,090
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中国語演習 全学年 C4：中級中国語会話：ハッピーエンドの中国ショートショート楊　彩虹 教科書 ハッピーエンドの中国ショートショート　 朝日出版社 ¥2,420

韓国語演習 全学年 C1：ゼロから学ぶ韓国語 千　永柱 参考書 ポケットプログレッシブ韓日・日韓辞典 小学館 ¥3,520

韓国語演習 全学年 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 全学年 C3：楽しくしゃべろう！韓国語 千　永柱 参考書 ポケットプログレッシブ韓日・日韓辞典 小学館 ¥3,520

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 ギリシャ語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 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 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 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　 情報センター出版局 ¥1,980

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