語 学 書

CD4枚付き英会話ショートフレーズ辞典

CD

デイビッド・セイン：著 ̶̶ 税込価格1,900円 四六判 ISBN5343-7
本書は、挨拶などの基本的な会話はもちろん、ありとあらゆる場面を想定し
た「ネイティブならこう言う！」生フレーズを約3500収録します！さらに、
付録のCD4枚には、掲載されているすべてのフレーズを収録していますので、
ネイティブの発音を聞きながら 必ず伝わる英会話 が身につきます！

CD付き ホームステイの直前英会話
桑原功次：著 ̶̶ 税込価格 1,575円

CD

A5判 ISBN2244-0

旅行で訪れたことのある外国であっても、いざホームステイとなると心配は
つきません。生活様式・マナー・言葉など、実際ホームステイを経験した日
本人高校生からのアンケートや意見をもとに作成。ホームステイ中に絶対遭
遇する93場面を取り上げ、その時必要となる対話例をCD付きで紹介。

CD付き ホームステイに役立つ英会話100
鷲見由理：著 ̶̶ 税込価格 1,575円

CD

A5判 ISBN3432-0

あこがれの国で「生活」するホームステイ。滞在中に起こりうる出来事に対
応できるように、本書は、ホームステイの場面を100項目取り上げ、伝えた
いフレーズ、相手からの返事を数多く紹介しました。また、テーマ別にイラ
ストで単語を紹介するページも充実しています。

CD付き はじめてでも困らないホームステイの英会話
桑原功次：著 ̶̶ 税込価格 1,575円

CD

A5判 ISBN3899-1

ホームステイに必要なダイアローグ・単語・文例はもちろん、ホームステイ
経験者による豊富な体験談と、これまで数多くの生徒をホームステイに送り
出してきた著者からの親切丁寧なアドバイスが満載です。また、かわいい3
コママンガで現地での楽しみやトラブルを紹介しています。

CD付き やりなおし英会話

英語

尾山大：著 ̶̶ 税込価格 1,470円

CD

A5判 ISBN3840-3

もう一度英語をやり直してみようという人のために、英会話を基礎から応用
まで修得する道筋とコツを提供しました。見やすく、分かりやすく学習でき
るように紙面を色分けしました。付属CDの重要例文の音声はノーマル・ス
ローの2種を収録しましたのでリスニングの強化にも役立ちます。

CD付き 小学生のやさしい英会話レッスン
桑原功次：著 ̶̶ 税込価格 1,470円

CD

A5判 ISBN4264-6

小学校4年生〜6年生ぐらいを対象とした、英会話の本です。小学生が自主的
に英語に興味を持ち、楽しく覚えられるよう、オールカラーのイラストで楽
しく紹介しています。さらに、両親向けに指導のポイントをまとめた別冊を
つけ、自宅で気軽に取り組めるよう工夫してあります。
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CD付き やりなおし英文法
尾山大：著 ̶̶ 税込価格 1,470円

CD

A5判 ISBN4071-0

中学レベルの基礎からはじめる、やさしい入門書。この本の特徴は、見やす
いレイアウトと、効率のよい勉強法（CDの活用法やレベルにあった本書の
利用法など）を分かりやすく解説した点です。

CD付き はじめての英会話
桑原功次：著 ̶̶ 税込価格 1,365円

CD

A5判 ISBN2499-4

初心者レベルの英会話の本です。観光・日常生活・ビジネス・キャンパス（勉
強）などの状況で考えられるあらゆる場面を想定し、全体を構成しています。
その場面で必ずおさえておきたいフレーズや、知っておきたい情報・マナー
などを紹介しています。

CD付き これからはじめる英会話
桑原功次：著 ̶̶ 税込価格 1,365円

CD

A5判 ISBN2727-8

英会話を楽しく、手軽に学習したいという方にピッタリの一冊。日常生活の
さまざまな場面ごとに、使用頻度の高い5文例を紹介しています。初心者向
けなので短い例文を集め、全ての単語にルビを振りました。また、「会話の
コツ」では、会話を途切れさせないコツなど役立つ情報が満載です。

DVD＋CDでマスター はじめての英会話
桑原功次：著 ̶̶ 税込価格 1,764円

DVD

CD

A5判 ISBN4491-6

好評の『CD付き はじめての英会話』の本編にDVDをつけました。国内・
海外で役立つ基本の会話シーンをとりあげ短いスキットと要点を解説。さら
には本編でも同じ内容をわかりやすく紹介しております。CDと映像のダブ
ル学習で英語力がグーンとアップする入門書です。

CD付き 言い出し英会話100パターン

CD

英語を短時間で合理的にマスターするコツは、よく使われる言い出しパター
ンを最優先で身につけることです。本書は、会話から英語日記・Eメールの
英文まで、よく使うパターンを100選び、文の組み立て方を解説し言い換え
語句を満載しました。

CD付き やりなおし英会話10分間ドリル
尾山大：著 ̶̶ 税込価格 1,418円

CD

A5判 ISBN4488-6

多くの読者に親しまれている『CD付き やりなおし英会話』の姉妹編です。
発行以来、
「理解度チェックがしてみたい」「いろんな応用練習をしてみたい」
など、数多くの声が寄せられました。本書は、これらの要望を集約し全編を
ドリル形式でまとめたものです。
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英語

永井史郎：監修＋ハワード・コルフィールド：監修 ̶̶ 税込価格 1,575円 A5判 ISBN4386-5

レストランの接客英会話

CD

安達洋＋岩崎ゆり子：著 ̶̶ 税込価格 1,890円 A5判 ISBN4633-0
本書は、飲食業全般に携わる方々に向けて書かれたものです。全編リアルな
会話形式で進行していますので、実際の接客の状況を思い浮かべながらス
キットトレーニングを行うことができます。

英会話敬語表現100パターン

CD

赤いシート

伊藤由樹子＋ジョセフ・ショールズ：著 ̶̶ 税込価格 1,575円 A5判 ISBN4666-8
日本人の英語には、文法的には正しいけれど、ネイティブからすると不自然
だったり、ぶっきらぼうに聞こえる表現が多いものです。そこで本書は、ネ
イティブが聞いても納得の丁寧な英語、自然な英語を話すための敬語表現

100フレーズを紹介・解説しました。

CD付き 365日まるごと英会話ブック
巽一朗：著 ̶̶ 税込価格 2,079円

CD

B6変判 ISBN4897-6

本書は、 季節ごとの表現 を「食」「あいさつ」「天気・気候」「健康・体調」
などのカテゴリーに分けて取り上げますので、英会話のボキャブラリーをさ
らに豊かにできる画期的な書籍になります。月ごとに別れた各チャプターは、
単語エリア、英会話表現エリア、応用表現エリアの3つに区分けしています。

CD付き 会話で覚える英単語3000
林美智子：著 ̶̶ 税込価格 1,449円

四六判

CD

ISBN3568-6

実用的な英単語を、実践的に覚えたい人にピッタリの一冊。シーン別・表現
別の会話文と、その会話に入れ替えて使える英単語を紹介しました。単語を
入れ替えるだけで会話の幅が広がり、数多くの単語を覚えることが出来ます。
言葉の持つニュアンスも無理なく理解できるはずです。

CD付き 言い出し英文法100パターン

CD

英語

永井史郎＋イーディス・カミュ：監修 ̶̶ 税込価格 1,890円 A5判 ISBN4511-1
英語が伸び悩んでいる人は、英語の知識が、すぐに使えるように整理されて
いないことと、英語特有の文のパターンがきちんと把握できていないことが
原因です。CDを活用しながら英語のしくみを素早く理解し、英作文の力が
みるみる上達します。

30日で学べる英文法
佐々木和彦：著 ̶̶ 税込価格 1,680円

CD

赤いシート

A5判 ISBN4715-3

文法の基礎がしっかりと身につくように構成しました。単語にフリガナを付
け、効率よく学習できるように1日分の中に文法解説と練習問題を掲載しま
した。別冊単語集付きです。さらに英語と日本語を収録したCD付きでより
わかりやすいです。
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イラストでわかる英文法+トレーニングブック
東後幸生：著 ̶̶ 税込価格 1,470円

CD

赤いシート

A5判 ISBN4989-8

日本語にはない英語独特の概念が英文法に反映しています。本書は、そうし
た英語の概念を、イラストを使って、ていねいに解説しながら、英文法を理
解してもらおう、という本です。中学で、英文法で挫折してしまった人にぜ
ひ一度読んでいただきたい一冊です。

英語がしゃべれるトレーニング・ブック

CD

ダイアン ナガトモ：著 ̶̶ 税込価格 1,680円 A5判 ISBN4638-5
中学程度の「基本2000語」で日常会話の80％をカバーしているといわれて
います。本書では、この基本2000語を使って、日常英会話が誰とでもスムー
ズに行えるレベルの話ができるトレーニングメニューを紹介します。

CD付き 23の基本動詞でいとも簡単に英語が話せる！
西村喜久：著 ̶̶ 税込価格 1,470円

CD

A5判 ISBN4823-5

英語が話せない原因は動詞の「マインド」を理解していないことにあった！
本書では、have, takeなど23の基本動詞について、そのマインド（本当の意
味、使い方、ニュアンス）をイラスト、図版を用いて解説。これだけで作文力・
読解力がぐ〜んとアップ！

DVD＆CDでマスター英語の発音が正しくなる本
鷲見由理：著 ̶̶ 税込価格 2,310円

DVD

CD

A5判 ISBN4464-0

既刊「CD付き英語の発音が正しくなる本」の改訂増補版。DVDは、中学基
本単語をベースに、26の母音と24の子音それぞれについて、口元アップの映
像と詳しい説明を約120分収録。また、3方向からの口元アップの写真と、豊
富な単語例も合わせて紹介しています。

CD付き 英語の耳づくりトリプル勉強法
A5判 ISBN4269-1

効果的にリスニングの力をつける練習法を紹介しました。3段階の構成で初
歩からじっくりと段階を追って強化していくのが特徴です。トレーニングを
実践することで、リスニングの力が飛躍的にアップする画期的な本です。

院単
安藤文人：著 ̶̶ 税込価格 1,680円

赤いシート

新書判

ISBN4158-8

大学院入試に出題されるレベルの英文を集めて作成されたデータベースか
ら、大学院対策必須の単語を抽出、ランク付けし、意味、例文等を紹介。大
学院受験英単語集の定番となる一冊です。
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英語

尾山大：著 ̶̶ 税込価格 1,680円

CD

絵でわかる旅行会話帳

アメリカ

大埜佑子：著 ̶̶ 税込価格 1,029円

A6判 ISBN4547-0

本書は、日常的によく使われる単語やフレーズを場面ごとにイラスト化しま
したので、英語がほとんど話せなくても、ページを開いて相手に見せて、伝
えたい言葉を指でさし示すことでコミュニケーションがとれるとっても便利
な英語の旅行会話帳です。

カラー版

とっておきの英会話表現辞典

巽一朗：著 ̶̶ 税込価格 2,940円

A6変判 ISBN4095-6

「カジュアル表現」
「スタンダード表現」「フォーマル表現」という、三段階
に分け、状況に応じてさまざまな気持ちを表現したり､考えを伝えたりなど､
英会話でのコミュニケーションを円滑にするために必要な とっておきの英
会話表現

を､約2,000例収録。

携帯版 とっておきの英会話表現辞典
巽

一朗：著 ̶̶ 税込価格 1,575円

新書判

ISBN4626-2

本書は、状況に応じてさまざまな気持ちを表現したり、考えを伝えたりなど、
英会話でのコミュニケーションを円滑にするために必要な とっておきの英
語表現 を、約3,500例収録した辞書の持ち運びに便利な携帯版となります。

CD とっておきの英会話表現辞典
巽一朗：監修 ̶̶ 税込価格 4,725円

判

CD

ISBN4234-9

NHKテレビ「ミニ英会話 とっさのひとこと」で有名な巽一朗先生が執筆す
る
『とっておきの英会話表現辞典』の内容を収録したCD。 「カジュアル表現」
「スタンダード表現」
「フォーマル表現」という、三段階の状況に応じた言
い換え表現が充実。

英語論文の書式と使える表現集

英語

伊藤文彦＋杉野俊子：著 ̶̶ 税込価格 2,310円 A5判 ISBN4482-4
英語論文は、英語論文としてのフォーマットや、英語特有の表現方法や論旨
の展開など、注意することが多く、書くにあたって戸惑っている方が数多く
おります。この本では、書式をやさしく解説し、英語論文に使われる様々な
表現を掲載した使いやすい実践書です。

スピーチ・プレゼン・ディベートに使える英語表現集
本名信行：著＋竹下裕子：著 ̶̶ 税込価格 2,625円 A5判 ISBN4408-4
英語レベルが中級者以上の人を対象とし、ビジネス現場だけでなく、学術会
議などでのスピーチやディベート、プレゼンテーションを行うための数々の
表現や組み立て方が身につく実戦書です。
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TOEICテスト スコアアップ音読トレーニング

CD

WIT HOUSE：著 ̶̶ 税込価格 1,785円 A5判 ISBN5074-0
本書はTOEICテストのスコアがなかなか伸びない方のための基礎固め教材で
す。リスニング力とリーディング力を同時に伸ばす練習方法は、なんと言って
も音読です。本書で音読練習を重ねると、リスニングでもリーディングでも、
英語を理解するスピードが確実に速くなり、スコアアップを実現できます。

【第3版】
日本文化を英語で紹介する事典
杉浦洋一＋JOHN K.GILLESPIE：著 ̶̶ 税込価格 2,079円 B6判 ISBN3735-2
1993年の初版からロングセラーとして愛されている『日本文化を英語で紹介
する事典』の第3版です。
「日本とは何か」「日本文化とは何か」の問に答え
る手助けとなる一冊です。写真・イラスト、図表を豊富に使い、キーワード
となる400近くの見出し語を解き明かしています。

英語で紹介する日本
桑原功次：著 ̶̶ 税込価格 1,659円

A5判 ISBN3892-2

日本の生活・文化を英語で解説。教科書的な項目にとどまらず、庶民的な実
際の生活感に根差したモノ・コトを柔らかく楽しく紹介。イラスト・写真を
多数使用しているので、見せ合うことでコミュニケーションをとれます。

絵でわかる

英語で紹介する日本文化

桑原功次：著 ̶̶ 税込価格 1,733円

A5判 ISBN4790-0

イラストを見ながら面白く楽しく日本の文化を学ぶ本です。簡単な英語を使
いテーマについて順序だてて解説しましたので外国人にもわかりやすく、し
かも簡単に説明できます。日本文化に関心のある外国人へのプレゼントにも
最適です。

外国人のための英語でわかるはじめての日本語

CD

初めて日本語を学習する外国人向けに作られたテキストです。文法事項等は
すべて英語で解説しています。発音に関してはローマ字で表記しています。
簡単な会話例をあげ、訳や文法を解説、さらに練習問題を復習するといった
構成になっています。

日本の年中行事を英語で紹介する事典
石井智子：著 ̶̶ 税込価格 1,890円

四六判

ISBN4830-3

ホームステイやビジネスなど外国人に「日本」を説明する機会が増えていま
す。
「日本」と「日本人」を正しく理解してもらうためには今もって大切に
受け継がれている年中行事を説明することが一番です。写真とイラストを豊
富に使いやさしく解説しました。
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英語

宮崎道子＋栗田奈美＋坂本舞：著 ̶̶ 税込価格 2,940円 B5判 ISBN4750-4

カラー版

英語で紹介する日本事典

堀口佐知子：監修 ̶̶ 税込価格 2,100円

四六判

ISBN4832-7

日本のことを写真や図を用いながら易しく紹介するヴィジュアル事典です。
日本人・自然・地理・料理・食事・住居・衣服・年中行事・歴史・伝統文化・
遊び・娯楽・スポーツ・芸術と幅広く数多くのテーマをとりあげました。こ
の1冊で日本が分かります！

ハローキティの英語で紹介する日本
桑原功次：著 ̶̶ 税込価格 1,659円

A5判 ISBN5104-4

キティとその仲間たちが、日本人の生活や文化、歴史等を、楽しくわかりや
すく解説しました。教科書的な内容にとどまらず、実際の生活に根差したト
ピックスを満載しています。英語、日本語、ローマ字で解説していますので、
英語を学んでいる人、日本に興味を持っている外国の方にも最適の一冊です。

CD付き

CD

一発合格！日本語能力試験N1完全攻略テキスト＆実践問題集

インターカルト日本語学校：著 ̶̶ 税込価格 1,890円 B5判 ISBN5031-3
新しい日本語能力試験N1に出題される「言語知識（文字・語彙、文法）
・読解・
聴解」を、4カ国語（日・英・中・韓対応）によって解説した。付属CDには、
本試験同様の「聴解」問題を収録。

CD付き

CD

赤いシート

一発合格！日本語能力試験N2完全攻略テキスト＆実践問題集

インターカルト日本語学校：著 ̶̶ 税込価格 1,890円 B5判 ISBN5032-0
新しい日本語能力試験N2に出題される「言語知識（文字・語彙、文法）
・読解・
聴解」を、4カ国語（日・英・中・韓対応）によって解説した。付属CDには、
本試験同様の「聴解」問題を収録。

絵で見てわかる日本語表現文型初中級

英語

インターカルト日本語学校：著 ̶̶ 税込価格2,300円 B5判 ISBN5335-2
日本語の学習者・日本語教師の方を対象に、初〜中級の文型・文法を整理しま
した。表現の意味別に構成し、ひとつひとつの文型のニュアンスや使い分けを
解説。各文型の例文を豊富に掲載し、イラストを多用しているので、微妙なニュ
アンスの違いやどんな場面に適した表現なのかが理解しやすくなっています。

CD付き やさしい日本語の発音トレーニング

CD

インターカルト日本語学校：著 ̶̶ 税込価格 2,520円 B5判 ISBN5142-6
日本語を学んでいる外国人の方に向けた発音の指南書が本書です。本書は、
50音から、リズム、アクセントと順を追って学んでいく構成になっています。
別冊には、本文の解説部分を英語・中国語・韓国語に翻訳して紹介。日本語
教師が教える際に役立つ一冊にもなっています。付録CDで効果的に学習で
きます。
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CD付き やさしい日本語の聴解トレーニング

CD

インターカルト日本語学校：著 ̶̶ 税込価格 2,310円 B5判 ISBN5153-2
日本語を学ぶ外国人向けのリスニング教材です。日常会話からテレビ・ラジ
オ、公共施設のアナウンスなど様々な場面の聴き取り練習問題を用意しまし
た。別冊には本冊の解説部分の英語・中国語・韓国語訳を収録。自習される
外国人にも日本語教師の方にも最適です。

英語でつくる和食
藤田裕子＋ナヴィインターナショナル：編著 ̶̶ 税込価格 1,449円 A5判 ISBN3509-9
すし、天ぷらなど日本の代表的な料理から、鍋料理、丼もの、煮物など幅広
いメニューを日本語と英語で対応させて紹介しています。ホームステイ先へ
のプレゼントとして、料理を通して英語を学びたい人へ、日本の食文化に興
味を持っている外国人へなど、様々な人が楽しめる内容になっています。

カラー版

英語でつくる和食

藤田裕子＋ナヴィインターナショナル：編著 ̶̶ 税込価格 1,943円 B5変判 ISBN3677-5
『英語でつくる和食』の大判・オールカラー版です。日本の代表的な料理の
作り方はもちろん、豆腐料理など新しい料理も追加しています。日本独特の
調味料、春夏秋冬の日本の年中行事も写真と文章で紹介しています。

オールカラー英語でつくる和食完全版
藤田裕子+ナヴィインターナショナル：編著 ̶̶ 税込価格2,400円 AB判 ISBN5318-5
本書では肉じゃが・寿し・天ぷら・お弁当といった日本の伝統料理を英語対訳
で紹介。細かい工程写真や丁寧な解説で、
初心者でもおいしい料理が作れます。
また、和食の食材や道具、調理の基本もしっかり解説。日本の食文化がわか
る情報も満載ですので、プレゼントとして、英語の学習用として最適です。

カラー版 英語でつくる和食 食の歳時記

雛祭りや端午の節句、お盆、お正月など、日本の伝統行事の歴史や由来、そ
の際に振る舞われる料理レシピを英語対訳で解説しました。また、野菜や魚
介類の旬に関する知識も紹介しています。季節感あふれる日本の料理を美し
い写真とともに楽しめる1冊です。

カラー版

英語でつくる本格カレー

ナヴィインターナショナル：編著 ̶̶ 税込価格 2,100円 B5変判 ISBN4558-6
「カレー」の愛好家は日本在住の外国人の方も多いと聞きます。英語でも手
軽に作れるように、手順と要点をわかりやすくカラーで解説しました。『究
極のマイ・カレー』と『専門店のシェフ直伝！本格カレーを作る』から欧風
カレー、
アジアのカレーのレシピを抜粋。さらに日本風のカレーを加えます。
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英語

ナヴィインターナショナル：編著 ̶̶ 税込価格 2,079円 B5変判 ISBN4636-1

日本を伝える！

英語で折り紙

山口真：著 ̶̶ 税込価格 1,659円
日本に古くから伝わる

折り紙

A5判 ISBN3821-2

を、海外の人たちに、正しく、わかりやす

く教えられるよう、詳細な折り図とともに、折り方やポイントを英語と日本
語で解説。さらに、折った作品を通して日本の歴史や文化がわかるコラムも
収録されていますので

折り紙

とともに

日本の心

も伝わります。

CD付き 英語で楽しむ!日本昔ばなし
千葉幹夫：編著 ̶̶ 税込価格 1,764円
本書は、日本で語り継がれる有名な

CD

A5判 ISBN4816-7

日本昔ばなし

を海外の人たちに、正

しく、わかりやすく教えられるよう英語と日本語で紹介します。さらに、物
語を通じて 日本の歴史・文化 などもわかりやすく解説します。

英語で持ち歩く江戸・東京散歩地図
三猿舎：編 ̶̶ 税込価格 1,680円

A5判 ISBN4367-4

江戸の名所や数々の史跡を、古地図や写真を参照しながら散歩できる一冊で
す。解説、
地図ともに英語と日本語を併記していますので、日本人はもちろん、
外国人の方が持ち歩いて、江戸の名所めぐりをするのにも最適な一冊です。
また、外国からの観光客を案内するのに大活躍することは間違いなしです。

英語で紹介する京都
見聞社：編著＋ジュリアン・ホームズ：訳 ̶̶ 税込価格 1,659円 A5判 ISBN4580-7
本書は、京都を訪れる外国の方々に役立つよう、京都の生活・文化、歴史な
どをバイリンガルで解説します。さらに、豊富な写真とイラストで、ビジュ
アルにわかりやすく展開しますので、英語を勉強する日本の方々にも読んで
もらえる一冊になります。

CDブック はじめての韓国語

英語／韓国語

李昌圭：著 ̶̶ 税込価格 1,680円

CD

A5判 ISBN4281-3

「発音編」
「会話編」
「資料編」の3章で構成し、すぐに役立つ日常的な表現を
中心に、文法の基礎知識を分かりやすく解説しました。付録のCDは、1枚目
はダイアローグの韓国語、日本語訳を収録、2枚目には、リスニング力をアッ
プするように、韓国語のみを収録。

CD付き はじめての韓国語会話
金裕鴻：著 ̶̶ 税込価格 1,575円

CD

A5判 ISBN2981-4

様々な場面・状況に合わせた会話例を豊富に紹介しています。また、本文に
合わせたCDが付いているので、耳で発音を確かめながら学習もできます。
会話のコツ、文化や考え方の違いなど相手を理解するために必要な情報も満
載です。
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最新すぐに役立つ韓国語の基本単語集第2版
李昌圭：著 ̶̶ 税込価格1,000円

A6変判 ISBN5278-2

日常生活から趣味、文化、自然、政治、経済に至るまでテーマ別に引きやす
くまとめた韓国語の単語集。持ち運びに便利なハンディサイズながら、使用
頻度の高い単語約6000語収録。会話表現や韓国語の基礎知識、韓国の話題等
も盛り込みました。巻頭では観光に必要なフレーズ、新語・流行語等を紹介。

男と女の会話集

韓国語

李英明：著 ̶̶ 税込価格 1,365円

B6判 ISBN3410-8

韓国語の勉強を長続きさせるためには、学習のテーマやフレーズに興味を
持って、飽きないことがポイントです。そこで本書では、多くの人の興味・
関心がある「男女の出会い」
「語らい」「恋」の3本を柱として韓国語を楽し
く解説しています。きっと勉強に熱が入るはずです。

CD付き 文法から学べる韓国語
李昌圭：著 ̶̶ 税込価格 1,890円

CD

A5判 ISBN3706-2

効率よく確実に語学を修得するには、文法の理解が欠かせません。本書では
各文法項目について、解説とその文法を用いた文例・会話例・重要単語・練
習問題をまとめました。図解や手書き風ポイントも豊富で、初めて韓国語に
触れる人でも無理なく文法事項が理解でき、会話に活用できるでしょう。

CD付き 文法から学べる韓国語ドリル
李昌圭：著 ̶̶ 税込価格 1,680円

CD

B5変判 ISBN4324-7

大好評『CD付き 文法から学べる韓国語』の姉妹版。ポイントを絞り、図
版を多く用いた文法解説と、書き込めるドリルで、文法の基礎が楽しく身に
付きます。付属のCDには、発音のポイント、文例とリスニング問題を収録
しています。

CD付き

文法から学べる韓国語初級パーフェクト版
李昌圭：著 ̶̶ 税込価格1,950円

CD

赤いシート

A5判 ISBN5238-6

資料等を収録。文字を隠せる赤シートで忙しい方でも効率よく学べます。

小倉紀蔵のパズルで韓国語・日常会話編
小倉紀蔵 ̶̶ 税込価格 1,890円

CD

A5判 ISBN4317-9

「パズルで韓国語」のステップアップ編として、日常に使われる会話・フレー
ズをマスターするための本です。「あいさつ」「買い物」「電話」などの場面
ごとにフレーズを紹介していきます。
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韓国語

韓国語を基本からしっかり学びたい方に向け、文法を詳しく解説した1冊です。
文法事項を図解や文例で詳しく紹介した後、重要単語を織り込んだ具体的な
会話例と練習問題を掲載しています。2枚のCDには会話例、例文、日本語訳、

CD付き うまく話せる韓国語
呉英元：監修 ̶̶ 税込価格 1,890円

CD

A5判 ISBN4191-5

日本語と韓国語を対比させた「かんたん図解方式」で、韓国語の初歩の初歩
「パート4 韓国語mini辞典」には、重要単語3000
を視覚的に解説する1冊。
の訳と読みを掲載。旅行にも便利な1冊です。

CD付き しっかり学べる韓国語

CD

中川明夫＋イ・ヘウン：著 ̶̶ 税込価格 1,890円 A5判 ISBN4308-7
場面ごとに、一つのダイアログを表現、文法の両面から丁寧に解説します。
言いかえ練習、
復習テストが豊富で、韓国語を無理なくきちんと学べます。
「絵
で見る韓国語」
、
「ヘウンさんの韓国紹介」などのコラムが豊富で、楽しく読
めます。

30日で学べる韓国語文法

CD

赤いシート

韓日交流センター：監修 ̶̶ 税込価格 1,890円 Ａ5判 ISBN4444-2
韓国語文法の基本を30日で学べるように構成しました。振り仮名や日本語に
よる逐語訳をつけていますので、初心者の方でも安心して始められ、楽しく
学習を進めていくことができます。

30日で話せる韓国語会話

CD

赤いシート

鄭惠賢＋韓国語センター BRAVO!：著 ̶̶ 税込価格 1,575円 A5判 ISBN4746-7
基本の会話表現を1日6頁を使って学習し30日間で身につける入門書です。

CDには日本語と韓国語を収録しました。また隠すことで学習効果倍増の赤
シートを付けました。さらに旅行にも役立つ単語集の別冊付きです。

CD付き 文法からマスター！ はじめての韓国語

CD

鄭恵賢＋韓国語センター BRAVO ！ ̶̶ 税込価格 1,365円 A5判 ISBN4949-2

韓国語

会話に頻繁に使われる便利な構文を、単語を入れ替えて使える「公式」と、
実践的なダイアログで紹介。かわいいネコ先生のアシスタントで、楽しく学
習できます。従来の学習書よりさらに手前の段階から、最小限の文法で丁寧
に解説した、挫折知らずの1冊です。

CD付き

ハングル能力検定試験4級・5級徹底攻略テキスト＆問題集

CD

鄭長勲（チョン・ジャフン）：著 ̶̶ 税込価格 1,680円 A5判 ISBN4175-5
4級と5級に対応した、テキスト＆問題集です。級別のポイント解説と各級2
回分の模擬問題、解答・解説を掲載。2枚のCDには、模擬試験の聞き取り問
題と試験範囲の単語＆表現を収録しました。

170

絵でわかる旅行会話帳

韓国

李昌圭：著 ̶̶ 税込価格 1,029円

A6判 ISBN4507-4

海外を旅するとき、現地の言葉でコミュニケーションが取れればどんなに楽
しいでしょう。本書は旅行に持っていき、ページを開いて韓国語の単語とイ
ラストを指差して示し、相手に伝える、というようにして使える1冊です。
通常に会話するよりもずっと易しく、楽しく意志を伝え合うことができます。

カラー版

とっておきの韓国語会話表現辞典

李清一：著 ̶̶ 税込価格 2,940円

A6変判 ISBN4888-4

同じ意味のさまざまな言葉の表現を、「カジュアル表現」「スタンダード表現」
「フォーマル表現」という、三段階に分け、状況に応じてさまざまな気持ちを
表現したり、考えを伝えたりなど、韓国語会話でのコミュニケーションを円滑に
するために必要な とっておきの韓国語会話表現 を収録した辞書になります。

CD付き リー先生の日本人のための韓国語レッスン
李相杓：著 ̶̶ 税込価格 1,575円

CD

A5判 ISBN5055-9

韓国で日本語学習書籍のベストセラーを持つ著者が、日本語の例を出しなが
ら日本人にわかりやすいように韓国語を教える本です。初心者でも楽しくコ
ツが学べます。巻末には、日常会話でよく使う単語と旅行で役立つフレーズ
集も掲載。ネイティブスピーカーによる単語の発音やフレーズもCDに収録。

原形から変化がわかる！韓国語単語活用辞典
李相杓：著 ̶̶ 税込価格 2,079円

赤いシート

B5変型判 ISBN5146-4

本書は、動詞456語と形容詞373語のそれぞれの単語の活用のパターンを
五十音順の表で掲載し、同時に活用の法則やポイントについて例文やイラス
ト図解を用いて詳しく解説しました。巻末には、日本語索引と韓国語索引が
載っており、知りたい単語の活用がすぐに見つかるようになっています。

動画レッスンCD－ROM付き独学パワーリー先生のはじめての韓国語
李相杓：著 ̶̶ 税込価格2,000円

CD-ROM

B5判 ISBN5330-7

CD付き 1日10分でわかる！話せる！韓国語スタートBOOK
木内明：著 ̶̶ 税込価格 1,365円

B5判 ISBN5140-2

CD

1日たったの10分×30日の学習で韓国語の基本が一通りマスターできる、入
門書の決定版！ハングルの読み書き・発音をはじめ、文法のしくみをやさし
く解説。文法構文に当てはめて使える単語や会話例も紹介しているので、会
話にどんどん使えるようになります。復習に役立つ書き込み式の別冊ドリル
付き。
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韓国語

著者が動画（付属のCD−ROM2枚に約5時間収録）を使った講座により韓国
語を教える新しい企画です。テキスト（本）だけではなかなか理解しにくい
部分も、動画を使いながら直感的に教えるためわかりやすいのが特徴です。
ハングル入力の助けになる「ハングルキーボードシール」や、赤シート付き。

スイスイ読めちゃう！ハングル［最速］レッスン
石田美智代：著 ̶̶ 税込価格1,000円

A5判 ISBN5345-1

本書は、一見、記号のように見える韓国語の文字

ハングル

が、スイスイ

読めて、意味もわかるようになることを目的とする本です。さらに、自分で
母音と子音を組み合わせて文字が作れる付録「ハングル学習カード」を使え
ば、楽しみながらマスターすることができます。

CDブック はじめての中国語

CD

野村邦近：著 ̶̶ 税込価格 1,680円

A5判 ISBN4283-7

はじめて中国語を学ばれる方のために、発音や基本的な会話についてわかり
やすく解説し、楽しみながら学習できるよう構成。日本語＋中国語でダイア
ログを収録したCD1、ダイアログ・単語・例文を中国語のみで収録したCD2
の2枚付き。

男と女の会話集

中国語

劉隆年：著 ̶̶ 税込価格 1,365円

B6判 ISBN3447-4

「男女の出会い」
「語らい」
「恋」の３本を柱として中国語の日常の基本表現
から恋愛関係の会話フレーズまでを場面別に構成しました。１つの問に対し
て、いろいろな対応表現も並列的に掲載し、その中から言いたいフレーズを
選択できるのもこの本の特長です。

CD付き 文法から学べる中国語
伊藤祥雄：著 ̶̶ 税込価格 1,890円

CD

A5判 ISBN3777-2

「文法」は、語学を体系立てて理解する大切なルールです。本書は、ひとつ
ひとつの文法項目について、文法解説、その文法を用いた例文、会話例、覚
えておきたい重要単語をまとめました。項目は細かく分けて、少しずつ解説
していくので、はじめて中国語に触れる人でも無理なく理解できます。

CD付き 陳淑梅の12パターンで話せる中国語
陳淑梅：著 ̶̶ 税込価格 1,890円

CD

A5判 ISBN3974-5

韓国語／中国語

中国語の語順は英語と似ており、言い出しの表現を覚えることが習得の早道。
本書では12パターンの重要表現をピックアップし、それを応用させることに
よって、会話力を身につける内容となっています。

CD付き うまく話せる中国語

CD

南量子＋楼志娟：監修 ̶̶ 税込価格 1,890円 A5判 ISBN4190-8
日本語と中国語を対比させた「かんたん図解方式」で、中国語の初歩の初歩
を視覚的に解説する1冊。覚えておくと便利な重要構文に、使用頻度の高い
単語を入れ替えるだけで、場面にあった会話ができる。
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30日で学べる中国語文法

CD

宮岸雄介：著 ̶̶ 税込価格 1,890円

Ａ 5判

赤いシート

ISBN4443-5

文法の基本を30日で学べるように構成。例文には読み方の振り仮名や日本語
による逐語訳をつけていますので、初心者の方でも安心して始められ、楽し
く学習を進めていくことができます。

30日で話せる中国語会話

CD

赤いシート

韓応飛＋鈴木健一：著 ̶̶ 税込価格 1,575円 A5判 ISBN4689-7
中国語（北京語）の基本的な会話表現を、30日間で学習する入門書です。Ｃ
Ｄには日本語と中国語の両方を収録しています。また、重要なワードを隠す
ことで学習効果をあげる赤シートや、さらに旅行時に持ち運んで役立つ別冊
単語集も付けました。

CD付き 言い出し中国語会話100パターン
劉隆年：監修 ̶̶ 税込価格 1,680円

CD

A5判 ISBN4600-2

会話を短時間で合理的にマスターするコツは、よく使われる表現パターンを
身につけることです。本書では、初級レベルの基本パターンから大切なパター
ンまで100をとりあげ、組み立て方のポイントと応用例を解説しました。

CD付き 文法からマスター！はじめての中国語
宮岸雄介：著 ̶̶ 税込価格 1,365円

CD

A5判 ISBN4963-8

初めて中国語を勉強する方のために、日常会話に必要な文法事項を厳選しま
した。簡単な公式を覚えるだけで、単語を入れ替えてどんどん話せるように
なります。トラ先生などのかわいいキャラクターと一緒に楽しく学習できる
ので、最後までしっかりと身につきます。

CD付き すぐに使えるビジネス中国語
馬驊：著 ̶̶ 税込価格 2,310円

CD

A5判 ISBN3914-1

言いたいことがすぐに見つかる中国語会話辞典
馬驊（MaHua）：著 ̶̶ 税込価格 2,730円 A6変判 ISBN4285-1
中国にでかけた日本人が遭遇するあらゆる場面を想定。中国語・ピンイン・
カタカナ表記をすべて掲載。上級者から初級者、ビジネスから旅行者まで、
とっさの時、どういう表現をしたいか思いつかない時、すぐに引けるように
編集しました。
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中国語

はじめてビジネスで中国語を使うようになったビジネスマンを想定した会話
を中心に、すぐに使える実用表現で構成されています。初心者でも学べるよ
うに、中国語の発音や文法の基礎をしっかりと解説しています。

カラー版 とっておきの中国語会話表現辞典
李凌燕：著 ̶̶ 税込価格 2,940円

A6変判 ISBN5028-3

本書は、それらの表現を「カジュアル表現」「スタンダード表現」「フォーマ
ル表現」という、
三段階に分け、状況に応じてさまざまな気持ちを表現したり、
考えを伝えたりなど、中国語会話でのコミュニケーションを円滑にするため
に必要な

とっておきの中国語会話表現

を収録した辞書になります。

一発合格！よく出る中国語検定4級・準4級問題集

CD

赤いシート

馬驊（MaHua）：著 ̶̶ 税込価格 1,890円 A5判 ISBN4496-1
過去問題の出題傾向を徹底分析し、よく出る問題を厳選して掲載。丁寧な解
説で、確実に身に付けることができます。付属の赤シートで解答を隠しなが
ら学習すれば、効率アップも間違い無しです。試験直前のに役立つチェック
集も付きます。CD2枚付き。

一発合格！よく出る中国語検定3級問題集

CD

赤いシート

馬驊（MaHua）：著 ̶̶ 税込価格 1,890円 A5判 ISBN4503-6
最近の出題傾向を徹底分析した実戦的な練習問題を多数収録していますの
で、反復学習を通して確実に合格力を身につけることが可能です。また、赤
シート付きで、答えを隠しながらの学習や、試験直前の最終チェックを効果
的に行うことができます。CD2枚付き。

絵でわかる旅行会話帳

中国

林曙：監修＋船矢佳子：著 ̶̶ 税込価格 1,029円 A6判 ISBN4508-1
本書は、中国を旅する人のために、言葉が通じない不安やストレスを解消し、
現地の人たちと楽しくコミュニケーションしていただけるように作られた会
話書です。状況別に分けて、必要な単語やイラスト、写真を掲載し、会話の
中で必要になる箇所を指で指して使うようになっています。

すぐに役立つ中国語の基本単語集
伊藤祥雄：著 ̶̶ 税込価格 1,050円

A6変判 ISBN4632-3

中国語／その他の語学

日常生活で使用頻度の高い中国語単語を約5000語収録しました。カテゴリー
や索引も充実していますので、とっさの場面でも、すぐに引けてすぐに役立
ちます。また、同意語や関連語の他、役立つコラムも充実しています。

フランス語・イタリア語・スペイン語が同時に学べる本
伊藤太吾：著 ̶̶ 税込価格 1,922円

A5判 ISBN4096-3

フランス語・イタリア語・スペイン語は、もとは一つの言葉の方言でした。
このため、文法や単語の意味、男性・女性などはほとんど一致します。そこ
で学習法としては、この3つを一度に覚える方が効率的で簡単。
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フランス語・イタリア語・スペイン語が同時に学べる単語集
伊藤太吾：著 ̶̶ 税込価格 2,205円 B6判 ISBN4621-7
本書は、あらゆる言語に精通した著者が、この学習法を助けるヒントとなる
語源と用例を豊富に載せて解説しています。姉妹書『フランス語・イタリア語・
スペイン語が【同時に】学べる本』とともに、また独立に辞書としても使え
る単語集です。

CDブック はじめてのイタリア語

CD

山内路江＋クラウディア・オリヴィエーリ：著 ̶̶ 税込価格 1,785円 A5判 ISBN4316-2
CD2枚付き！ 1枚目にはダイアローグのイタリア語と日本語訳を完全収録、
2枚目にはイタリア語のみ、ダイアローグ、応用単語、応用文例を収録。
本文は、
基礎編・会話編・応用編・資料編の4章で構成されています。

CD付き 文法から学べるイタリア語
京藤好男：著 ̶̶ 税込価格 1,890円

CD

A5判 ISBN3807-6

丁寧な説明でわかりやすい「文法解説」、トレーニング効果満点の「練習問題」、
実践力をつける「会話例」で、無理なく、無駄なくイタリア語を身につける
ことが出来ます。見やすい表を豊富に用い、手書き風の補足説明を入れ、ポ
イントを色文字で示すなど、初心者向けの工夫も満載です。

絵でわかる旅行会話帳

イタリア

京藤好男：著 ̶̶ 税込価格 1,029円

A6判 ISBN4521-0

本書は旅行に持っていき、ページを開いてイタリア語の単語とイラストを指
差して示し、相手に伝える、というようにして使える1冊です。通常に会話
するよりもずっと易しく、楽しく意志を伝え合うことができます。

CD付き 文法から学べるイタリア語ドリル
京藤好男：著 ̶̶ 税込価格 1,680円

CD

B5変判 ISBN4387-2

30日で学べるイタリア語文法

CD

赤いシート

平岡幸子＋コッポラ アレッシオ＋イタリア語センター BRABO!：著 ̶̶ 税込価格 1,890円 A5判 ISBN4562-3
30日間で基礎がしっかりと身につくように多くの工夫を盛り込みました。効
率よく学習できるように1日分の中に文法解説と練習問題を掲載しました。
また理解度の確認用として赤シートも付けました。学生から社会人にまで幅
広く活用できる入門書です。
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ポイントを絞り図版を多く用いた文法解説と、書き込めるドリルで、はじめ
てイタリア語に触れる人でも文法の基礎が楽しく身に付きます。手書き風の
赤い文字でポイントを書き加えるなど、初心者でも学習しやすい工夫も満載
です。

30日で話せるイタリア語会話

CD

赤いシート

コッポラ・アレッスィオ＋井上直子＋イタリア語センター BRABO!：著 ̶̶ 税込価格 1,575円 A5判 ISBN4685-9
基本の会話表現を1日6頁を使って学習し30日間で身につける入門書です。Ｃ
Ｄには日本語とイタリア語を収録しました。また隠すことで学習効果倍増の
赤シートを付けました。さらに旅行にも役立つ単語集も別冊で付けました。

イラストでわかるイタリア語文法＋トレーニングブック
京藤好男：著 ̶̶ 税込価格 1,680円

CD

赤いシート

A5判 ISBN5092-4

イタリア語における日本語にない概念を、イラストを使って解説しています。
想像しづらい概念もイラストなら理解できるようになります。イタリア語の
日常会話の学習にも、しっかり役立ちます。著者はNHKテレビ、ラジオでお
なじみの京藤好男先生。保田正和さんのイラストを多数掲載しました。

あなたの世界が広がるイタリア語の手紙・Eメールの書き方
牧野素子：著 ̶̶ 税込価格1,800円

A5判 ISBN5313-0

季節の便り、身の回りのこと、日ごろ考えていることなどから、お知らせや
依頼、お祝い、お見舞い、お詫びといった内容まで、手紙の内容がぐっと豊
かになっていく例文や表現例を数多く紹介しました。またカード・絵ハガキ
のメッセージの書き方、インターネットの使い方までも紹介しています。

CDブック はじめてのスペイン語

CD

山内路江＋野中イザベル：著 ̶̶ 税込価格 1,785円 A5判 ISBN4313-1
はじめてスペイン語を学ばれる方のために、発音や基本的な会話についての
文法などをわかりやすく解説。楽しみながら学習できるよう、スペインの日
常生活や観光に役立つ情報をまとめたコラムも満載です。CDは、日本語＋
スペイン語を収録したCD1、スペイン語のみで収録したCD2の2枚付き！

CD付き 文法から学べるスペイン語

CD

井戸光子＋石村あつ：著 ̶̶ 税込価格 1,890円 A5判 ISBN4107-6
ポイント部分の赤字解説や図解など、わかりやすく工夫された「文法解説」。
問題数が豊富で、初心者のトレーニングに最適な「練習問題」。学習した文
法事項を応用し、重要単語も効率よく盛り込んだ「会話例」。

その他の語学

CD付き 文法から学べるスペイン語ドリル

CD

井戸光子＋石村あつ：著 ̶̶ 税込価格 1,680円 B5変判 ISBN4359-9
はじめてスペイン語を学ぶ人や、もう一度スペイン語の文法を整理したい人
のために、わかりやすい文法解説と練習問題をセットにしました。書き込み
やすい大きな判型である上、本文に対応したCDがついています。
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30日で学べるスペイン語文法

CD

赤いシート

土井裕文＋柿原武史：著 ̶̶ 税込価格 1,890円 A5判 ISBN4520-3
スペイン語文法の基本を30日で学べる構成になっています。わかりやすい解
説の後に、復習問題で復習できる構成になっています。また、付録CDを使
えば、発音やリスニングの練習にもなるはずです。さらに、別冊付録の「基
本フレーズ集」で語彙も増やせます。

30日で話せるスペイン語会話

CD

赤いシート

アルベルト松本：著 ̶̶ 税込価格 1,575円 A5判 ISBN4688-0
スペイン語の基本的な会話表現を、30日間で学習する入門書です。CDには
日本語とスペイン語の両方を収録しています。また、重要なワードを隠すこ
とで学習効果をあげる赤シートや、さらに旅行時に持ち運んで役立つ別冊単
語集も付けました。

絵でわかる旅行会話帳

スペイン

中井博康：著 ̶̶ 税込価格 1,029円

A6判 ISBN4549-4

本書は、スペインを旅する人のために、言葉が通じない不安やストレスを解
消し、現地の人たちと楽しくコミュニケーションしていただけるように作ら
れた会話書です。状況別に分けて、必要な単語やイラスト、写真を掲載し、
会話の中で必要になる箇所を指で指して使うようになっています。

すぐに役立つスペイン語の基本単語集
石村あつ＋井戸光子：著 ̶̶ 税込価格 1,050円 A6変型判 ISBN4617-0
あいさつ、暮らしから、観光、ビジネスまで、使える5000単語をコンパクト
に紹介する1冊です。旅行者・海外駐在者はもちろん、検定やガイド試験を
目指す人にも便利です。会話に役立つ文法解説、例文やスペインの「今」が
わかるコラムも満載しています。

CDブック はじめてのフランス語

CD

壷井恵子＋ファブリス アルデュイニ：著 ̶̶ 税込価格 1,680円 A5判 ISBN4288-2
はじめてフランス語を学ばれる方のために、発音や基本的な会話についての
文法などをわかりやすく解説しました。楽しみながら学習できるよう、フラ
ンスの日常生活や観光に役立つ情報をまとめたコラムも満載です。

佐原隆雄：著 ̶̶ 税込価格 1,890円

CD

A5判 ISBN3723-9

ポイント部分の赤字解説や図解など、わかりやすく工夫された「文法解説」。
問題数が豊富で、初心者のトレーニングに最適な「練習問題」。学習した文
法事項を応用し、重要単語も効率よく盛り込んだ「会話例」。
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CD付き 文法から学べるフランス語

CD付き 文法から学べるフランス語ドリル
佐原隆雄：著 ̶̶ 税込価格 1,680円

CD

B5変判 ISBN4369-8

フランス語を学ぶにあたって、まず押さえておきたい重要な文法事項を簡潔
に解説。そして、実際に問題を解くことによって学習した内容を着実に身に
付けることができます。

CD付き 文法からマスター！はじめてのフランス語
塚越敦子：著 ̶̶ 税込価格 1,365円

CD

A5判 ISBN5085-6

フランス語の学習はまずこの一冊から。超初心者のために会話で使われる文法
ルールを厳選し、シンプルな公式で紹介。単語を入れ替えたり、ダイアログを
読んだりして公式を覚えれば、基礎がきちんと身につきます。かわいいキャラ
クターたちと一緒に、挫折することなく楽しく学習できる入門書の決定版！

30日で学べるフランス語文法
中野茂：著 ̶̶ 税込価格 1,890円

CD

Ａ5判

赤いシート

ISBN4433-6

効率よく学習できるように1日分の中に文法解説と練習問題を掲載。また理
解度の確認用として赤シートも付けました。さらには巻末によく使うフレー
ズ集を別冊まで付けました。学生から社会人にまで幅広く活用できる入門書
です。

30日で話せるフランス語会話
中野茂：著 ̶̶ 税込価格 1,575円

CD

赤いシート

A5判 ISBN4684-2

基本の会話表現を1日6頁を使って学習し30日間で身につける入門書です。Ｃ
Ｄには日本語とフランス語を収録しました。また隠すことで学習効果倍増の
赤シートを付けました。さらに旅行にも役立つ単語集も別冊で付けました。

CD付き 1日10分でわかる！話せる！フランス語スタートBOOK
藤田裕二：著 ̶̶ 税込価格 1,365円

B5判 ISBN5141-9

CD

1日たったの10分×30日の学習でフランス語の基本が一通りマスターでき
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る、入門書の決定版！初心者が覚えておきたい文法事項を厳選し、文法のし
くみをやさしく解説。構文に当てはめて使える単語や会話例も紹介している
ので、会話にどんどん使えるようになります。復習に役立つ書き込み式の別
冊ドリル付き。

イラストでわかるフランス語文法＋トレーニングブック
塚越敦子：著 ̶̶ 税込価格 1,680円

CD

赤いシート

A5判 ISBN5019-1

フランス語の初級文法や言い回しの概念を、豊富なイラストと図解を使って、
わかりやすく解説しています。CDを聞いて、耳からもフランス語をマスター
することもできます。トレーニングブックでは、動詞の活用形や単数・複数
形などの書き取りができます。
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CD付き

CD

「なぜ?」
がわかると超かんたん！フランス語文法
染木布充：著 ̶̶ 税込価格 1,890円

A5判 ISBN5029-0

フランス語は文法が厳格なだけ、原則がわかれば英語よりも上達できる可能
性が高い言語です。通説に加えて著者の独自の見解も含め、徹底的に理屈で
納得できるように解説しているので、論理学を学ぶようなフランス語の考え
方を確実に習得できるようになります。

絵でわかる旅行会話帳

フランス

佐原隆雄：著 ̶̶ 税込価格 1,029円

A6判 ISBN4516-6

本書は、日常的によく使われる単語やフレーズを場面ごとにイラスト化しま
したので、フランス語がほとんど話せなくても、ページを開いて相手に見せ
て、伝えたい言葉を指でさし示すことでコミュニケーションがとれるとって
も便利なフランス語の旅行会話帳です。

CD付き フランス語書き取り・聞き取りトレーニング
橘木芳徳：著 ̶̶ 税込価格 2,079円

CD

A5判 ISBN4576-0

フランス語を聞き取り、書き取って学習する本です。日本語にはない発音も
多数あるフランス語の音を、母音、子音、リエゾン、アンシェヌマン等、特
徴的な音ごとにまとめ、CDを聞き取り、書き取り用の問に答える形で学習
していく形になっています。

すぐに役立つフランス語の基本単語集
佐原隆雄：著 ̶̶ 税込価格 1,050円

A6変判 ISBN4644-6

日常生活で使用頻度の高いフランス語単語を約6000語収録しました。カテゴ
リーや索引も充実していますので、とっさの場面でも、すぐに引けてすぐに
役立ちます。また、同意語や関連語はもちろん、役立つコラムも充実してい
ます。

史上最強のフランス語のEメール＆チャット表現事典

CD-ROM

パトリス・ルロワ：著 ̶̶ 税込価格 2,100円 A5判 ISBN4879-2

CDブック はじめてのドイツ語

CD

獨協大学ドイツ語教育研究会：著 ̶̶ 税込価格 1,785円 A5判 ISBN4299-8
大好評の語学シリーズの改訂新版です。発音編、会話編、資料編で構成され
ています。会話編ではドイツの学校や家庭、レストラン、ショッピングなど
場面ごとにダイアローグ形式で解説しました。
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フランス人が書いたメール例とチャット例を用途ごとのブロックに分けて、
文法事項、決まり文句を解説し、ポイントをわかりやすく整理しました。さ
らに実用的なフレーズを紹介しているので、必要な部分を組み合わせて、書
きたいメールをすぐに作成することができます。いつも参照できて便利な略
語・単語集を巻末に装備しました。

CD付き はじめてのドイツ語会話
荒川訓：著 ̶̶ 税込価格 1,680円

CD

A5判 ISBN3539-6

日常生活から趣味の会話まで、文法的な説明は最小限にとどめ、実践的な表
現を充実させました。全ての例文・単語に、原音に忠実なフリガナを併記。
また、ドイツ語圏の文化や考え方を理解するコラムを紹介しています。

CD付き 文法から学べるドイツ語ドリル

CD

ヘルマン・トロール：著＋杵渕博樹：著 ̶̶ 税込価格 1,680円 B5変判 ISBN4422-0
実際に問題を解くことによって学習した内容を着実に身に付けることができ
ます。問題は穴埋め問題から、人称変化問題、独訳などバラエティに富んで
いますので、飽きずに学習を進めることができます。

30日で学べるドイツ語文法

CD

赤いシート

小笠原能仁：監修＋亀井伸治：著＋嶋田由紀：著＋胡屋武志：著
̶̶ 税込価格 1,890円 Ａ5判 ISBN4432-9
30日で基礎がしっかり身につくように多くの工夫を盛り込みました。効率よ
く学習できるように1日分の中に文法解説と練習問題を掲載。理解度の確認
用として赤シート、巻末によく使うフレーズ集を別冊でつけました。

30日で話せるドイツ語会話
岡本和子：著 ̶̶ 税込価格 1,575円

CD

赤いシート

A5判 ISBN4713-9

基本の会話表現を1日6頁を使って学習し30日間で身につける入門書です。

CDには日本語とドイツ語を収録しました。また隠すことで学習効果倍増の
赤シートを付けました。さらに旅行にも役立つ単語集も別冊で付けました。

CD付き 文法からマスター！はじめてのドイツ語
小野寺賢一：著 ̶̶ 税込価格 1,365円

CD

A5判 ISBN5137-2
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本書は、はじめてドイツ語を学ぶ人のための 超入門書 です。最小限の文法
ルールを簡単な「公式」で学びましょう。さまざまな単語を入れ替えて「公式」
を覚え、実践的なダイアログを読んで使い方をつかめば、ドイツ語の基本をマ
スターできます。かわいいキャラクターがあなたの学習を楽しくサポート！

イラストで分かるドイツ語文法+トレーニングブック

CD

赤いシート

信岡資生・ドイツ語学院ハイデルブルク：著 ̶̶ 税込価格 1,680円 A5判 ISBN5087-0
本書は、ドイツ語に親しんでもらえるよう、豊富な例文と図解、イラストで
わかりやすく解説したドイツ語入門書です。また、日本語訳とドイツ語の読
み仮名が隠れる赤シートや、本書で学習した文法事項を書き取って覚えられ
る別冊の「トレーニングブック」が付いているので効率よく学習ができます。
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暮らしと仕事に役立つタイ語の日常基本単語集
宇戸清治：著 ̶̶ 税込価格 1,575円

B6判 ISBN1467-4

日本人、タイ人の両サイドから使える便利な単語集です。衣食住など生活の
単位で章分けしており、同ページに関連する話、類似語が掲載されています
から、記憶しやすく、実際の生活にも便利に利用できます。

絵でわかる旅行会話帳

タイ

下平ゆう子：著 ̶̶ 税込価格 1,029円

A6判 ISBN4571-5

本書は、日常的によく使われる単語やフレーズを場面ごとにイラスト化しま
したので、タイ語がほとんど話せなくても、ページを開いて相手に見せて、
伝えたい言葉を指でさし示すことでコミュニケーションがとれるとっても便
利なタイ語の旅行会話帳です。

はじめてのフィリピン語

CD

大上正直＋下平英輝：著 ̶̶ 税込価格 1,607円 A5判 ISBN3796-3
誰でも様々な機会にコミュニケーションをすることができるよう、豊富な場
面ごとに会話を設定し、フィリピン語の基礎から文法までを学ぶことができ
るようになっています。

CD付き はじめてのブラジル・ポルトガル語会話

CD

相賀譲二＋三浦マリエ：著 ̶̶ 税込価格 1,943円 A5判 ISBN4001-7
旅行や日常会話はもちろん、日本で働く在日ブラジル人とコミュニケーショ
ンを取る時にも使用できるように、日本語のローマ字表記も併記し、職場で
使われる会話もカバー。

絵でわかる旅行会話帳

台湾

凌炎：著 ̶̶ 税込価格 1,029円

A6判 ISBN4570-8

CDブック はじめてのアラビア語

CD

石垣聡子＋金子順子：著 ̶̶ 税込価格 1,995円 A5判 ISBN4846-4
基礎編、会話編、資料編で構成されています。中心となる会話編ではホテル、
レストラン、ショッピングなど場面ごとにダイアローグ形式で解説しました。
日本とは大きく異なるアラビア語圏の文化についても、コラムで詳しく触れ
ています。会話例を収録したCDつき。
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本書は、日常的によく使われる単語やフレーズを場面ごとにイラスト化しま
したので、台湾語がほとんど話せなくても、ページを開いて相手に見せて、
伝えたい言葉を指でさし示すことでコミュニケーションがとれるとっても便
利な台湾語の旅行会話帳です。

CDブック はじめてのロシア語
藻利佳彦：著 ̶̶ 税込価格 1,995円

CD

A5判 ISBN4905-8

基礎編、会話編、資料編で構成されています。基礎編では見慣れないキリル
文字から丁寧に解説。会話編ではホテル、レストラン、ショッピングなど場
面ごとにダイアローグ形式で紹介。資料編では豊富な単語を場面別にまとめ、
単語集代わりに活用できます。会話例を収録したCDつき。

CD付き 文法からマスター！はじめてのタイ語
荘司和子：著 ̶̶ 税込価格 1,785円

CD

A5判 ISBN5192-1

使用頻度の高い表現を選び、単語を入れ替えて練習できる文型として紹介し
ています。大きな文字、逐語訳など、初心者にやさしい工夫が満載。かわい
いサル先生のアシスタントで、楽しく学習できます。従来の学習書よりさら
に手前の段階から丁寧に解説した、挫折知らずの1冊です。
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