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5733 -1 インドネシア語ビジネス会話フレーズ辞典 3,000 5935 -9 英語で考える力。 40のサンプル・シンキングで鍛える！ 2,400

5928 -1 学びをつなぐ小学校外国語教育のCLIL実践 2,500

4751 -6 リアルな日常会話を楽しむ 台湾華語60表現 2,200

5916 -8 改訂版耳が喜ぶ韓国語 2,200

5927 -4 他者とつながる外国語学習をめざして 2,200 5925 -0 外国人介護士のための声かけとコミュニケーションの日本語 Vol.1 2,800

5919 -9 改訂版 耳が喜ぶスペイン語 2,200 5932 -8 セレクション関口存男　和文独訳漫談集 1,800

5866 -6 旅するクロアチア語 2,200

5936 -6 タイ語駅伝 らくらく文字マスター 2,600

英語

スペイン語

クロアチア語

タイ語

英語

台湾華語

韓国語

ドイツ語

3月の新刊6月の新刊

5月の新刊 2月の新刊

日本語

発注日

コード

株式会社 三修社 語学書一覧表
　　　　〒150-0001　東京都渋谷区神宮前2-2-22

電話03-3405-4511　FAX03-3405-4522

eigyo@sanshusha.co.jp　   http://www.sanshusha.co.jp

三修社担当

ご担当者様

コード

ISBN978-4-384-0   ISBN978-4-384-0   ★→常備    ●→品切増刷中 2019年6月

インドネシア語

英語

4月の新刊 1月の新刊
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5835 -2 英語で話す力。 ★2,400 0710 -7 ゼロから始めるドイツ語　　 ★1,600

5857 -4 英語で書く力。 ★2,400 0711 -4 ゼロから始めるフランス語　 ★1,600

5875 -8 英語で読む力。 ★2,400 0713 -8 ゼロから始めるイタリア語　 ★1,600

5888 -8 英語で聞く力。　 ★2,400 0714 -5 ゼロから始めるスペイン語　 ★1,600

5935 -9 英語で考える力。 2,400 0712 -0 ゼロから始める中国語　　　 ★1,600

5862 -8 英語でプレゼン・スピーチ　15の法則 ★2,000 5329 -6 ゼロから始めるロシア語 ★2,600

5874 -1 論理的に話す・書くための 英語変換術 ★2,400 0716 -9 ゼロから始めるベトナム語　　 ★2,400

5891 -8 世界基準のビジネス英会話 ★2,600 5746 -1 ゼロから始めるタイ語 ★2,400

5913 -7 世界のエリートを唸らせる　話すビジネス英語 2,600 5747 -8 ゼロから始めるインドネシア語 ★2,400

5923 -6 英語の発音・話し方技術22 2,600

5843 -7 受付・案内の英会話　２５のシーン別 実践応対 ★1,500 5883 -3 改訂版 口が覚えるドイツ語　 ★2,200

4675 -5 これで安心！飲食店の接客英会話 ★1,600 5884 -0 改訂版 口が覚えるフランス語　 ★2,200

5313 -5 ホテルの英会話ハンドブック ★1,600 5886 -4 改訂版 口が覚えるイタリア語　 ★2,200

5800 -0 英語で伝える日本の文化・観光・世界遺産 ★2,000 5885 -7 改訂版 口が覚えるスペイン語　 ★2,200

5234 -3 新装版　連鎖式英単語事典 ★3,300 5881 -9 改訂版 口が覚える中国語　 ★2,200

5528 -3 『英語の耳』になる！リスニング50のルール ★2,500 5882 -6 改訂版 口が覚える韓国語　 ★2,200

4431 -7 『英語の耳』になる！BASICS ★1,900 5920 -5 改訂版 耳が喜ぶイタリア語 2,200

4555 -0 『英語の口』になる！リアルな日常英会話で鍛える ★2,300 5919 -9 改訂版 耳が喜ぶスペイン語 2,200

4538 -3 『英語の口』になる！中学英語で基礎から鍛える ★2,000 5915 -1 改訂版 耳が喜ぶ中国語 2,200

5531 -3 機関銃英語が聴き取れる！ ★1,500 5916 -8 改訂版耳が喜ぶ韓国語 2,200

売れ筋・定番語学書

接客・英会話
好評定番シリーズを改訂！

『口が覚える・耳が喜ぶ』

2,600

-92位/英語で考える力。 2,400-9 2,2002位/改訂版
耳が喜ぶスペイン語

6月　特選語学書一覧　

諸外国語おすすめランキング

3位/タイ語駅伝
らくらく文字マスター

-2 1位/英語で話す力。
1位/ゼロから始める
         ドイツ語

★2,400

英語おすすめランキング

5835

5935

3位/英語で聞く力。 5936 -65888 -8

5919

5916

5898

-85857

-15915
5位/改訂版
耳が喜ぶ中国語

-7 2,600
5位/全国通訳案内士試験
英語２次（口述）合格！対策

0710

-4 4位/英語で書く力。 ★2,400

-7 ★1,600

諸外国語入門書　ロングセラー

『ゼロから始める』

★2,400

4位/改訂版
耳が喜ぶ韓国語

2,200

大好評4技能・ビジネス英語

2,200
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5835 -2 英語で話す力。 ★2,400 5528 -3 『英語の耳』になる！リスニング50のルール ★2,500

5857 -4 英語で書く力。 ★2,400 5549 -8 『英語の耳』になる！実践トレーニング編 2,300

5875 -8 英語で読む力。 ★2,400 5637 -2 『英語の耳』になる！徹底トレーニング編 2,500 品切

5888 -8 英語で聞く力。　 ★2,400 4431 -7 『英語の耳』になる！BASICS ★1,900

5935 -9 英語で考える力。 2,400 4464 -5 『英語の耳』になる！ＮＥＷＳリスニング 2,500

5829 -1 あなたの魅力を伝える面接の英語　 ★2,200 4510 -9 『英語の耳』になる！ビジネス英語リスニング 2,500

4624 -3 ものづくりの英会話-5Sと作業現場 2,200 4514 -7 『英語の耳』になる！旅する英語リスニング 2,500

5827 -7 ものづくりの英語表現 2,000 4543 -7 『英語の耳』になる！パーフェクト・ディクショナリー 2,500

5527 -6 駆け引きを有利に進めるビジネス英会話 1,800 4584 -0 『英語の耳』になる!　クールなネイティブ英語で鍛える口語表現 2,400

5861 -1 ビジネスパーソンのための経済・金融英単語の使い方事典 2,400 4614 -4 『英語の耳』になる！おはようから、おやすみまで、 2,200 品切

5862 -8 英語でプレゼン・スピーチ　15の法則 ★2,000 4633 -5 『英語の耳』になる！37のインタビューで鍛える！ 2,400

5874 -1 論理的に話す・書くための 英語変換術 ★2,400 4639 -7 『英語の耳』になる!ＴＶドラマ・シーンで鍛える! 2,200

5891 -8 世界基準のビジネス英会話 ★2,600

5913 -7 世界のエリートを唸らせる　話すビジネス英語 2,600 4555 -0 『英語の口』になる！リアルな日常英会話で鍛える ★2,300

5923 -6 英語の発音・話し方技術22 2,600 4538 -3 『英語の口』になる！中学英語で基礎から鍛える ★2,000

4602 -1 『英語の口』になる！ネイティブとの異文化トークで鍛える 2,400

5843 -7 受付・案内の英会話　２５のシーン別 実践応対 ★1,500

4773 -8 これで安心！交通機関の接客英会話 1,600 4581 -9 絶対『英語の脳』になる！ 2,500

4674 -8 これで安心！ホテルの接客英会話 1,600

4675 -5 これで安心！飲食店の接客英会話 ★1,600

4676 -2 これで安心！売り場の接客英会話 1,600 5788 -1 デイビッド・セインのデイリースピーキング 日常会話・トラブル編 2,000

5313 -5 ホテルの英会話ハンドブック ★1,600 5789 -8 デイビッド・セインのデイリースピーキング 買い物・レストラン・接客編 2,000

1845 -5 デパート・スーパー/売り場で役に立つ英会話 1,600 5790 -4 デイビッド・セインのデイリースピーキング オフィス・海外出張・留学編 2,000

2969 -7 実践英語対応マニュアル[電話・受付] 1,600 5791 -1 デイビッド・セインのデイリースピーキング 日本紹介・異文化理解編 2,000

5530 -6 外国人が日本人によく聞く100の質問　 1,800

5183 -4 和英・日本の文化・観光・歴史辞典 3,000 5834 -5 ジャニカの５秒で返信！　英会話 1,300

5800 -0 英語で伝える日本の文化・観光・世界遺産 ★2,000 5462 -0 英語喉50のメソッド ★2,400

5865 -9 英語で伝える江戸の文化・東京の観光 ★2,000 5531 -3 機関銃英語が聴き取れる！ ★1,500

5873 -4 日本人が知りたいイギリス人の当たり前 ★2,200 2646 -7 シャドウィングであなたの英語が変わる　 2,400

4535 -2 ネイティブも驚く英会話のコツ　 1,600

5506 -1 プロが教える基礎からの翻訳スキル ★2,200 4290 -0 英会話55の鉄則表現 1,800

5579 -5 プロが教える現場の英語通訳ガイドスキル　 ★2,200 5657 -0 ＜130の実践シーンで展開する＞ビジネス英会話 ダイアローグ 2,400

5569 -6 同時通訳が頭の中で一瞬でやっている英訳術リプロセシング ★1,300 5535 -1 英会話は、ほめ言葉でうまくいく！ 1,900

5653 -2 同時通訳が頭の中で一瞬でやっている英訳術リプロセシング ドリル　 ★1,500 5564 -1 英会話は、お返事でうまくいく！ 1,900

5568 -9 自己PRの英会話 2,400

5616 -7 明日7割忘れるあなたが1カ月で500語覚えるための英単語集 1,600 5607 -5 ネイティヴ英会話表現MAP100 1,800

5234 -3 新装版　連鎖式英単語事典 ★3,300 4620 -5 しゃべって身につく　英会話スキット・トレーニング160 2,400

4580 -2 農学英単 2,100 4647 -2 [聴く][しゃべる][書く]の３つのメソッドで鍛える!英会話トライアスロン 2,200

5509 -2 テーマ別時事英単語集 2,200 3511 -7 ゼロから話せる英会話 1,500

5840 -6 生物学英単語500 1,900

3352 -6 英語論文基礎表現717 ★1,600

4470 -6 英語論文重要語彙717　 3,200 5475 -0 えいごで日記　発想・表現 1,500

5764 -5 基本例文200で学ぶ英語論文表現―アウトプット練習問題集― 1,600 品切 5610 -5 えいごで日記 文法　動詞・時制 1,500

5825 -3 英語論文数字表現717 1,700 5872 -7 親子で始める えいごで日記 1,800

接客英語

国際理解

通訳・翻訳

絶対『英語の脳』になる！

英単語

児童英語

ビジネス英語

英語論文

絶対『英語の耳』になる！

英会話

デイビッド・セインのデイリースピーキング

絶対『英語の口』になる！

NO.3



貴店名・取次番線印

書　名 本体 在庫 注文数 　 書　名 本体 在庫 注文数

発注日

コード

株式会社 三修社 語学書一覧表
　　　　〒150-0001　東京都渋谷区神宮前2-2-22

電話03-3405-4511　FAX03-3405-4522

eigyo@sanshusha.co.jp　   http://www.sanshusha.co.jp

三修社担当

ご担当者様

コード

ISBN978-4-384-0   ISBN978-4-384-0   ★→常備    ●→品切増刷中 2019年6月

5849 -9 TOEIC® L&R TEST ベーシックアプローチ ★2,300 5892 -5 初音ミクで日本語 2,300

5860 -4 TOEIC®15日で500点突破！リーディング攻略 2,000

5859 -8 TOEIC®15日で500点突破！リスニング攻略 2,000

5841 -3 新形式対応 TOEIC（R）TEST　完全予想模試 ★2,000 5752 -2 まるごと　日本のことばと文化　入門　A1　かつどう 1,500

5513 -9 TOEIC TEST英文法完全バイブル 2,300 5753 -9 まるごと　日本のことばと文化　入門　A1　りかい 1,700

5605 -1 TOEIC TEST英文法完全バイブル問題集600問 1,800 5754 -6 まるごと　日本のことばと文化　初級１　A2　かつどう 1,800

5755 -3 まるごと　日本のことばと文化　初級１　A2　りかい 1,900

5603 -7 TOEFL TESTはじめての徹底攻略！ 2,300 5756 -0 まるごと　日本のことばと文化　初級２　A2　かつどう 1,800

5357 -9 TOEFL TEST最頻出ボキャブラリー完全詳解 1,800 5757 -7 まるごと　日本のことばと文化　初級２　A2　りかい 1,900

5772 -0 TOEFL TEST模擬試験&“レクチャー問題”リスニング徹底練習300問 2,500 5758 -4 まるごと　日本のことばと文化　初中級　A2/B1 2,200

5759 -1 まるごと　日本のことばと文化　中級１　B１ 2,800

3837 -8 IELTS実践トレーニング ★2,500 5760 -7 まるごと　日本のことばと文化　中級２　B1 3,000

5871 -0 IELTS　32のドリル＋模試 ★2,400

5848 -2 TEAP全パート徹底トレーニング ★2,200 5685 -3 日本語能力試験対策N1文法総まとめ 1,600

5574 -0 日本語能力試験対策N2文法総まとめ 1,200

5924 -3 よく出る6テーマ別　英検(R)総合トレーニング準1級 2,200 5686 -0 日本語能力試験対策N1文法問題集 1,200

5889 -5 よく出る５テーマ別　英検(R)総合トレーニング２級 2,200 5575 -7 日本語能力試験対策N2文法問題集 950

5762 -1 日本語能力試験対策N1漢字・語彙 2,400

5894 -9 全国通訳案内士試験「実務」合格！対策 2,600 5577 -1 日本語能力試験対策N2漢字・語彙 1,500

5898 -7 全国通訳案内士試験「英語２次（口述）」合格！対策 2,600 5763 -8 日本語能力試験対策N3文法・語彙・漢字 1,500

5779 -9 日本語能力試験対策N4漢字・語彙・文法 1,500

5780 -5 日本語能力試験対策 N5もじ・ごい・ぶんぽう 1,500

4756 -1 国連英検過去問題集　特A級　2015/2016年度実施 2,500 5631 -0 漢字マスターN1 2,000

4757 -8 国連英検過去問題集　A級  2015/2016年度実施 2,400 5632 -7 漢字マスターN2 1,800

4758 -5 国連英検過去問題集　B級　2015/2016年度実施 2,300 5633 -4 漢字マスターN3 1,800

4759 -2 国連英検過去問題集　C級　2015/2016年度実施 2,200 5634 -1 漢字マスターN4 1,800

5656 -3 国連英検特A級・A級対策 2,800 5635 -8 漢字マスターN5 1,800

5655 -6 国連英検B級・C級対策［改訂版］ 2,100 品切 5573 -3 かなマスター 1,500

3923 -8 国連英検D級・E級対策 2,000

5508 -5 国連英検B級・C級リスニング対策 2,200 品切 5868 -0 介護・看護の漢字とことば　N3レベル編 2,200

5507 -8 国連英検D級・E級リスニング対策 2,200 5867 -3 介護・看護の漢字とことば　Ｎ4レベル編 2,200

4524 -6 国連英検特A級・A級準拠　上級時事英文法 2,400 品切 5925 -0 外国人介護士のための声かけとコミュニケーションの日本語 Vol.1 2,800

3912 -2 わかりやすい国連の活動と世界 2,600

5572 -6 日本語教師のための異文化理解とコミュニケーションスキル 2,200

5639 -6 観光英検2級の過去問題　第20～22回 2,500 5517 -7 日本語教育能力試験聴解・音声特訓プログラム 2,400

5640 -2 観光英検3級の過去問題　第20～22回 2,200

5695 -2 観光英検2級の過去問題＋解答と解説　第23回～25回 2,500 5649 -5 日本語教育を学ぶ 2,400

5696 -9 観光英検3級の過去問題＋解答と解説　第23回～25回 2,200

5723 -2 観光のための中級英単語と用例　観光英検２級～１級対応 1,800 5609 -9 現場で使える教室英語 1,800

5724 -9 観光のための初級英単語と用例　観光英検３級～２級対応 1,800 5727 -0 科目別：現場で使える教室英語 2,500

5667 -9 CLIL　新しい発想の授業 2,500

5928 -1 学びをつなぐ小学校外国語教育のCLIL実践 2,500

5876 -5 行動志向の英語科教育の基礎と実践　--教師は成長する-- 2,600

9646 -0 ぼくたちの外国語学部 1,600 5927 -4 他者とつながる外国語学習をめざして 2,200

9645 -3 ぼくたちの英語 1,600

英検

全国通訳案内士試験

国連英検特A級,A級,B級指定テキスト（国連ガイド）

国連英検対策

観光英検

黒田龍之助

日本語TOEIC TEST

TOEFL TEST

日本語教育

日本語能力検定試験

IELTS

TEAP

まるごと

介護

日本語教師

英語教育

NO.4



貴店名・取次番線印

書　名 本体 在庫 注文数 　 書　名 本体 在庫 注文数

発注日

コード

株式会社 三修社 語学書一覧表
　　　　〒150-0001　東京都渋谷区神宮前2-2-22

電話03-3405-4511　FAX03-3405-4522

eigyo@sanshusha.co.jp　   http://www.sanshusha.co.jp

三修社担当

ご担当者様

コード

ISBN978-4-384-0   ISBN978-4-384-0   ★→常備    ●→品切増刷中 2019年6月

5473 -6 ドイツ語レベルアップトレーニング 2,000

0710 -7 ゼロから始めるドイツ語　　 ★1,600 5539 -9 ステップアップドイツ語 2,500

5477 -4 ゼロから話せるドイツ語 ★1,600 5661 -7 ドイツ語できちんと書いてみる　中級ドイツ語文法と作文 2,000

5643 -3 耳が喜ぶドイツ語 2,200 品切

5883 -3 口が覚えるドイツ語 ★2,200

5239 -8 入門ドイツ語の最初歩 1,800 5497 -2 ドイツ語スピーキング 2,200

5370 -8 ドイツ語のスタートライン 1,600 5722 -5 ドイツ語を読む 　三訂版 2,200

5219 -0 基礎ドイツ語　文法ハンドブック 1,600 5551 -1 ドイツ人が日本人に聞く100の質問 2,200 品切

3859 -0 ドイツ語の基本　 2,800 3373 -1 コミュニケーションのための中級へのドイツ語 2,000

4420 -1 ドイツ文法の要点 2,400 5802 -4 音楽用語のドイツ語 1,600

0763 -3 ダンケ教授のドイツ語レッスン 1,600 品切 5828 -4 会話と作文に役立つドイツ語定型表現365 ★2,400

5773 -7 書き込み式ドイツ語文法ノートブック 2,200 5851 -2 日本人が知りたいドイツ人の当たり前 ★2,200

4594 -9 だいたいで楽しいドイツ語入門 ★1,600

5782 -9 もやもやを解消！ドイツ語文法ドリル ★1,800

5593 -1 手紙・メールのドイツ語 2,000

5670 -9 場面で学ぶドイツ語基本単語 2,800

0483 -0 新版 関口・初等ドイツ語講座 上巻 2,800 5711 -9 独検準1級合格講座　 2,800

0484 -7 新版 関口・初等ドイツ語講座 中巻 2,800 5712 -6 独検2級合格講座　　 2,400

0485 -4 新版 関口・初等ドイツ語講座 下巻 2,800 5715 -7 独検5級合格講座　入門ドイツ語スタート・ダッシュ　 2,000

3031 -7 復刻版　関口・新ドイツ語の基礎　　 2,200 5630 -3 独検イラスト単語集2・3・4級レベル 2,200

5839 -0 冠詞の思想 2,800 品切

5932 -8 セレクション関口存男　和文独訳漫談集 1,800

4291 -7 ドイツ語会話55の鉄則表現 1,800

4249 -8 バッチリ話せるドイツ語 1,800

5440 -8 あいさつはグーテンターク！ ドイツ語会話 1,800 品切

5793 -5 どんどん話せるドイツ語　作文トレーニング ★2,000

5899 -4 ティムとヤンのドイツ語講座 1,600

5698 -3 ドイツサッカーを観に行こう！　ブンデスリーガ×ドイツ語 1,500

5662 -4 街歩きのドイツ語 1,500

5622 -8 カフェのドイツ語 1,500 品切

5959 -5 ビールを楽しむドイツ語 1,500 品切

5893 -2 サッカーを楽しむドイツ語 1,800

ドイツ語／-初級会話-

文化で学ぶ語学書（B6変型シリーズ）

ドイツ語／初級参考書-総合-

ドイツ語／必携！定番「ゼロから」シリーズ ドイツ語／中級参考書

「始める」＝文法入門, 「話せる」＝会話入門

メール・ビジネス

ドイツ語学の権威・関口存男の初級講座 独検対策書（試験日6月/12月）

ドイツ語／単語集

ドイツ語／-初級文法-

NO.5



貴店名・取次番線印

書　名 本体 在庫 注文数 　 書　名 本体 在庫 注文数

発注日

コード

株式会社 三修社 語学書一覧表
　　　　〒150-0001　東京都渋谷区神宮前2-2-22

電話03-3405-4511　FAX03-3405-4522

eigyo@sanshusha.co.jp　   http://www.sanshusha.co.jp

三修社担当

ご担当者様

コード

ISBN978-4-384-0   ISBN978-4-384-0   ★→常備    ●→品切増刷中 2019年6月

5842 -0 猫とフランス語 1,400

0711 -4 ゼロから始めるフランス語　 ★1,600 5804 -8 恋するフランス語 1,500

5478 -1 ゼロから話せるフランス語 ★1,600 5775 -1 パリジェンヌのフランス語 1,500

5745 -4 ここからはじめるフランス語 1,500

5697 -6 旅しながらフランス語 1,500

5658 -7 お菓子屋さんでフランス語 1,500

5589 -4 お花屋さんでフランス語 1,500

5689 -1 フランス語Debut 1,600 5563 -4 お買い物しながらフランス語 1,400

5654 -9 はじめてのフランス語入門ドリル 1,500 5464 -4 カフェでフランス語 1,400 品切

4231 -3 メルシー教授のフランス語レッスン 1,800 5356 -2 パン屋さんのフランス語 1,400

5240 -4 入門フランス語の最初歩 1,800 品切 5496 -5 お家でフランス語 1,400 品切

4592 -5 だいたいで楽しいフランス語入門 1,600

5781 -2 もやもやを解消！フランス語文法ドリル ★1,800

5877 -2 仏検２級スピード合格 2,400

5805 -5 仏検準２級スピード合格 2,200

5806 -2 仏検３級スピード合格（新訂版） 2,200

5807 -9 仏検４級スピード合格（新訂版） 2,000

5808 -6 仏検５級スピード合格（新訂版） 2,000

4292 -4 フランス語会話55の鉄則表現 1,800 3238 -3 仏検2級突破 2,500

5471 -2 あいさつはボンジュール　フランス語会話 1,800 3625 -1 仏検3級突破 2,700

4247 -4 バッチリ話せるフランス語 1,800 2000 -7 仏検4級突破 2,800

5718 -8 フランス語会話Début !スピーキング 1,700 1999 -5 仏検5級突破 　　　　　　　 2,800

5587 -0 パリの幼稚園のフランス語ノート　 1,600 2002 -1 仏検4・5級突破単語集 2,800

5663 -1 パリのヴァカンスのフランス語ノート　 1,600 2645 -0 楽勝！仏検5級合格講座 2,300

5792 -8 どんどん話せるフランス語　作文トレーニング ★2,000 4534 -5 合格！仏検3級 スピードアップ攻略法 2,400

5629 -7 仏検イラスト単語集　準1～準2級レベル 2,200

5628 -0 仏検イラスト単語集　3･4級レベル 1,900

5702 -7 ちょこっとわがままフランス語 2,000

3469 -1 あなたのフランス語が目を覚ます！ 2,000

4445 -4 これさえあれば通じるフランス語 2,800

4511 -6 フランス語　一歩先ゆく基本単語 2,000

5323 -4 フランス語リスニング　 ★2,400 5366 -1 自分で訳す 星の王子さま 2,200

5540 -5 フランス語スピーキング　 2,200 3262 -8 フランス語の作文 1,800 品切

5884 -0 口が覚えるフランス語　 ★2,200 5536 -8 フランス語でつづる私の毎日 1,600 品切

5644 -0 耳が喜ぶフランス語 2,200 品薄 3677 -0 フランス会話と暮らしのハンドブック 第3版 3,200

5592 -4 手紙・メールのフランス語 2,000 品切 5922 -9 フランス語日記 1,800

5666 -2 フランス語ホームステイ　ライブ　中級からのコミュニケーション 2,200

5693 -8 フランス語 動詞活用ドリル ★1,800

5728 -7 フランス人が日本人によく聞く100の質問 2,400

5853 -6 日本人が知りたいフランス人の当たり前 ★2,200

5832 -1 フランス語ボキャビュール 2,600

フランス語／必携！定番「ゼロから」シリーズ

仏検対策書（試験日6月/11月）

フランス語／その他

フランス語／-初級文法-

フランス語／-初級会話-

フランス語／中級

「始める」＝文法入門, 「話せる」＝会話入門

お洒落な文化で学ぶ語学書（B6変型シリーズ）
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発注日
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ISBN978-4-384-0   ISBN978-4-384-0   ★→常備    ●→品切増刷中 2019年6月

0713 -8 ゼロから始めるイタリア語　 ★1,600 0714 -5 ゼロから始めるスペイン語　 ★1,600

5770 -6 ゼロから話せるイタリア語　 1,600 0721 -3 ゼロから話せるスペイン語　 1,600

5750 -8 入門 イタリア語の最初歩 2,000 5373 -9 スペイン語のスタートライン 1,600

5372 -2 イタリア語のスタートライン 1,600 3641 -1 スペイン語なるほど講座 1,800

4596 -3 だいたいで楽しいイタリア語入門 1,600 5285 -5 やさしいスペイン語文法 ★1,900

5783 -6 もやもやを解消！　イタリア語文法ドリル 1,800 4595 -6 だいたいで楽しいスペイン語入門 ★1,600

5794 -2 どんどん話せるイタリア語　作文トレーニング ★2,000 5774 -4 書き込み式スペイン語文法ノートブック ★2,400

5785 -0 もやもやを解消！　スペイン語文法ドリル　 ★1,800

5797 -3 どんどん話せるスペイン語　作文トレーニング ★2,000

4250 -4 バッチリ話せるイタリア語 1,800

5465 -1 あいさつはチャオ！なんとかなりそうイタリア語会話 1,800 品切

4293 -1 イタリア語会話55の鉄則表現 1,800 品切 5439 -2 あいさつはオラ！スペイン語会話 1,800

4430 -0 音楽用語のイタリア語 1,800 5322 -7 スペイン語リスニング　 2,200

5858 -1 会話と作文に役立つイタリア語定型表現365 ★2,400 5544 -3 使えるスペイン語フレーズ500 1,900

5880 -2 場面で学ぶイタリア語発音マスター 2,400 4251 -1 バッチリ話せるスペイン語 1,800

4294 -8 スペイン語会話55の鉄則表現 1,800

5920 -5 改訂版　耳が喜ぶイタリア語 2,200

5886 -4 口が覚えるイタリア語　 ★2,200 5541 -2 スペイン語スピーキング 2,200

5498 -9 イタリア語スピーキング 2,200 品切 5919 -9 改訂版 耳が喜ぶスペイン語 2,200

5708 -9 中級へのイタリア語文法 2,400 品切 5885 -7 口が覚えるスペイン語　 ★2,200

5594 -8 手紙・メールのイタリア語 2,000 4421 -8 レヴェル別スペイン語会話表現事典 4,800

1847 -9 イタリア人が日本人によく聞く100の質問（改訂最新版） 2,200 4446 -1 スペイン語の第一歩 4,800

5854 -3 日本人が知りたいイタリア人の当たり前 ★2,200 1957 -5 現代スペイン情報ハンドブック 2,800 品薄

5595 -5 手紙・メールのスペイン語 2,000

5836 -9 頻度順　一歩踏み込むスペイン語単語1000 1,900

0481 -6 イタリア語検定2級突破 2,800 4678 -6 会話と作文に役立つスペイン語定型表現365 2,400

0356 -7 イタリア語検定試験3級突破 2,800 5730 -0 スペイン語ビジネス会話フレーズ辞典 3,000

0357 -4 イタリア語検定試験4・5級突破 2,800 5856 -7 日本人が知りたいスペイン人の当たり前 ★2,200

5304 -3 イタリア語検定3級突破単語集 1,900

5303 -6 イタリア語検定4・5級突破単語集 1,900

5709 -6 街歩きのスペイン語 1,500

5688 -4 バルのスペイン語 1,500 品切

4576 -5 おしゃべりのイタリア語 1,500

5692 -1 スローライフのイタリア語 1,500

5624 -2 トラットリアのイタリア語 1,500 品切

5586 -3 お買いもののイタリア語 1,500

5565 -8 オペラでイタリア語 1,500 品切 5776 -8 しっかり学ぼう!外国語としてのスペイン語検定 1,800

5687 -2 街歩きのイタリア語 1,500

「始める」＝文法入門, 「話せる」＝会話入門

文法書

イタリア語／初級参考書 スペイン語／初級参考書

「始める」＝文法入門, 「話せる」＝会話入門

イタリア語／中級参考書

イタリア語検定対策書（試験日3月/10月）

新書サイズのおしゃれな語学書

会話書

文法書

会話書

スペイン語／必携！定番「ゼロから」シリーズイタリア語／必携！定番「ゼロから」シリーズ

スペイン語検定

スペイン語／中級参考書

新書サイズのおしゃれな語学書
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ISBN978-4-384-0   ISBN978-4-384-0   ★→常備    ●→品切増刷中 2019年6月

0724 -4 ゼロから始める韓国語 1,600 品切 0712 -1 ゼロから始める中国語　　　 ★1,600

4570 -3 ゼロから話せる韓国語 1,600 0719 -0 ゼロから話せる中国語　　　 1,600

1870 -7 韓国語の第一歩　リーディング 2,200 4295 -5 中国語会話55の鉄則表現 1,800 品切

1871 -4 韓国語の第一歩　リスニング　 2,200 4252 -8 バッチリ話せる中国語 1,800

1872 -1 韓国語の第一歩　スピーキング　 2,200 5555 -9 あいさつはニーハオ！ 中国語会話 1,800

1873 -8 韓国語の第一歩　ライティング　 2,400 0371 -0 入門 中国語の最初歩 2,200

4368 -6 韓国語の第一歩　中級 2,800 品薄 5371 -5 中国語のスタートライン 1,600

4230 -6 ニーハオ教授の中国語レッスン 1,800

3239 -0 韓国語常用会話（ハングルエッセンシャル） 1,900 4591 -8 だいたいで楽しい中国語入門 ★1,600

4502 -4 今日から話せる韓国語 1,800 4566 -6 聞き取り・ディクテーションで覚える　１か月で話せる中国語日常会話 1,800

4503 -1 今日から読める韓国語 1,500 5863 -5 中国語イラスト辞典 ★2,600

4296 -2 韓国語会話55の鉄則表現 1,800

4248 -1 バッチリ話せる韓国語 1,800 4493 -5 中国語　四字成語・慣用表現800　 2,200 品切

4409 -6 韓国語を使いこなすための慣用句400 1,900 5627 -3 中国語スピーキング　 2,200

4480 -5 韓国語を楽しむための　擬声語・擬態語400 2,000 5915 -1 改訂版耳が喜ぶ中国語 2,200

4531 -4 使い分けがわかる！　韓国語の類似語～用例でわかる！使える！ 1,800 5881 -9 口が覚える中国語　 ★2,200

5374 -6 韓国語のスタートライン 1,600 品薄 4229 -0 中国語リスニング 2,400

4593 -2 だいたいで楽しい韓国語入門 ★1,600 5784 -3 もやもやを解消！中国語文法ドリル ★1,800

4628 -1 絶対『韓国語の耳』になる！BASICSリスニングルール64 ★2,200 5795 -9 どんどん話せる中国語 作文トレーニング 2,000

4658 -8 朝鮮語を学ぼう　改訂版 3,200 3380 -9 中国人が日本人によく聞く100の質問 2,200

5879 -6 朝鮮漢字音　入門と発展 3,200 5852 -9 日本人が知りたい中国人の当たり前 ★2,200

5672 -3 韓国語スピーキング 2,400 5674 -7 ビジネスメールの中国語 1,800

5882 -6 口が覚える韓国語　 ★2,200 4314 -3 ビジネス中国語会話　ー基本と実践ー 2,400 品切

5642 -6 耳が喜ぶ韓国語 2,200 品薄

5675 -4 手紙・メールの韓国語 2,000 3340 -3 中国語通訳講座　基礎編 2,800

5459 -0 韓国語用言 活用と用例 2,500

5710 -2 韓国語手紙の書き方事典 1,800 0725 -1 ゼロから話せる広東語　　　　　　 ★2,400

4471 -3 こだわり中級韓国語 2,200 3640 -4 香港・街歩きの広東語 1,500

5796 -6 どんどん話せる韓国語　作文トレーニング ★2,000 5466 -8 ゼロから話せる上海語 2,400

5786 -7 もやもやを解消！　韓国語文法ドリル ★1,800

5636 -5 韓国人が日本人によく聞く100の質問 2,200 4282 ｰ5 バッチリ話せる台湾華語 ★2,600

5855 -0 日本人が知りたい韓国人の当たり前 ★2,200 4690 -8 小道迷子の台湾からようこそ日本へ 2,000

5608 -2 小道迷子の台湾ではじめよう、中国語 2,000

5826 -0 小道迷子の知ってトクする台湾華語 2,000

4235 -1 おいしい韓国語 1,400 4751 -6 リアルな日常会話を楽しむ 台湾華語60表現 2,200

5668 -6 シゴトの韓国語　基礎編 1,800 8989 -9 食べる中国語 1,900

5669 -3 シゴトの韓国語　応用編 2,400 品切

5623 -5 新HSK突破　漢語水平孝試 2,300 品切

5769 -0 耳を鍛えて合格！HSK4級リスニングドリル 2,200

5846 -8 韓国語能力試験過去問題集＜TOPIK I＞ 2,600 5768 -3 耳を鍛えて合格！HSK5級リスニングドリル 2,200

5847 -5 韓国語能力試験過去問題集＜TOPIK II＞ 3,000 5767 -6 耳を鍛えて合格！HSK6級リスニングドリル 2,200

中国語／初級参考書

韓国語／中級参考書

台湾華語／初級参考書-会話-

中国語／必携！定番「ゼロから」シリーズ

見て・読んで楽しく学べる韓国語

韓国語／初級参考書

見て・読んで楽しく学べる中国語

「韓国語能力試験」過去問題集（試験日4月/7月/10月)

ＨＳＫ（毎月)

中国語／中級参考書

中国語通訳

広東語・上海語

「始める」＝文法入門, 「話せる」＝会話入門

ビジネス中国語

韓国語の第一歩

韓国語／必携！定番「ゼロから」シリーズ

「始める」＝文法入門, 「話せる」＝会話入門

ビジネス韓国語
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0715 -2 ゼロから始めるブラジル・ポルトガル語 2,400 品切

5681 -5 ゼロから話せるブラジル・ポルトガル語 2,400 5400 -2 ゼロから話せるモンゴル語 2,400 品切

5591 -7 手紙・メールのポルトガル語 2,400 4587 -1 ゼロから話せるトルコ語 2,400

4284 -9 バッチリ話せるブラジル・ポルトガル語 2,400 5803 -1 ゼロから話せるポーランド語 ★2,400

5676 -1 ブラジル・ポルトガル語リスニング　 2,400 5455 -2 ゼロから話せるノルウェー語 2,400 品切

5671 -6 ブラジル・ポルトガル語スピーキング 2,800 5453 -8 ゼロから話せるデンマーク語 2,400 品薄

5706 -5 口が覚えるブラジルポルトガル語 2,400 4607 -6 ゼロから話せるハンガリー語 2,400

5647 -1 耳が喜ぶブラジルポルトガル語 2,400 5460 -6 ゼロから話せる現代ギリシャ語 2,400 品切

5721 -8 会話と作文に役立つポルトガル語定型表現３６５　 2,500 5467 -5 ゼロから話せるフィリピノ語 2,400 品薄

4310 -5 ブラジル・ポルトガル語会話55の鉄則表現 2,200 5487 -3 ゼロから話せるフィンランド語 2,400

5720 -1 中級へのブラジル・ポルトガル語文法 2,000 5472 -9 ゼロから話せるオランダ語 ★2,400

5731 -7 ブラジル・ポルトガル語ビジネス会話フレーズ辞典 3,000 5488 -0 ゼロから話せるルーマニア語 2,800

5690 -7 ゼロから話せるラオス語 2,800

5787 -4 ゼロから話せるカンボジア語 ★2,800

0716 -9 ゼロから始めるベトナム語　　 ★2,400

0722 -0 ゼロから話せるベトナム語　 ★2,400 5329 -6 ゼロから始めるロシア語 ★2,600

4253 -5 バッチリ話せるベトナム語 ★2,400 5677 -8 初級ロシア語文法 ★3,200

4297 -9 ベトナム語会話55の鉄則表現 ★2,400 3379 -3 ロシア人が日本人によく聞く100の質問 2,600 品切

5810 -9 ポータブル日ベトナム英・ベトナム日英辞典 ★2,400 4281 -8 バッチリ話せるロシア語 2,600 僅少

5887 -1 改訂版　口が覚えるロシア語 2,400

5719 -5 耳が喜ぶロシア語 2,400

5746 -1 ゼロから始めるタイ語 ★2,400 5716 -4 ロシア語スピーキング 2,500

5330 -2 ゼロから話せるタイ語 2,400 5833 -8 コミュニケーションのためのロシア語 ★2,200

5476 -7 タイ語の基本 3,200

5625 -9 タイ語スピーキング 2,500 品薄

5837 -6 表現を身につける初級タイ語 2,600

5838 -3 表現を広げる中級へのタイ語 2,600 5864 -2 初級ウクライナ語文法 3,000

5732 -4 タイ語ビジネス会話フレーズ辞典 3,300

5936 -6 タイ語駅伝 らくらく文字マスター 2,600

5809 -3 ポータブル日タイ英・タイ日英辞典 2,400 5456 -9 ゼロから話せるスウェーデン語 2,400 品切

5699 -0 スウェーデン語の基本 2,200

5559 -7 スウェーデン語の基本単語 3,400

5747 -8 ゼロから始めるインドネシア語 ★2,400 4442 -3 街歩きのスウェーデン語 1,600

5778 -2 ゼロから話せるインドネシア語（改訂版） ★2,400

1895 -0 入門インドネシア語の最初歩 2,500

4279 -5 癒しのバリ島でインドネシア語 1,600 5301 -2 ウェールズ語の基本 3,400

5626 -6 インドネシア語スピーキング　 2,500

4684 -7 ビジネス/生活で使えるインドネシア語ダイアローグ　 2,200

5878 -9 ポータブル日インドネシア英・インドネシア日英辞典 3,200 5694 -5 チェコ語の基本　入門から中級の入り口まで　 3,000

4395 -2 バッチリ話せるマレーシア語 ★2,400 5866 -6 旅するクロアチア語 2,200

4280 -1 魅惑のインドでヒンディー語 1,600

ベトナム語

タイ語

インドネシア語

クロアチア語

ロシア語

初級会話

ウクライナ語

スウェーデン語

ブラジル・ポルトガル語

ウェールズ語

チェコ語

その他各国語

マレーシア語

ヒンディー語
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5698 -3 ドイツサッカーを観に行こう！　ブンデスリーガ×ドイツ語 1,500 3986 -3 らくらく旅の英語　 950

5662 -4 街歩きのドイツ語 1,500 3990 -0 らくらく旅のドイツ語 950

5622 -8 カフェのドイツ語 1,500 3993 -1 らくらく旅のスペイン語 950

5959 -5 ビールを楽しむドイツ語 1,500 品薄 3992 -4 らくらく旅のイタリア語 950

2082 -3 らくらく旅のブラジル・ポルトガル語 950

2084 -7 らくらく旅のインドネシア語 950 品切

5842 -0 猫とフランス語 1,400 3987 -0 らくらく旅の中国語　 950

5804 -8 恋するフランス語 1,500 2079 -3 らくらく旅の香港の広東語 1,000

5775 -1 パリジェンヌのフランス語 1,500 2086 -1 らくらく旅のベトナム語 1,000 品切

5745 -4 ここからはじめるフランス語 1,500 3988 -7 らくらく旅の韓国語 950

5697 -6 旅しながらフランス語 1,500 2083 -0 らくらく旅の台湾の中国語 1,000

5658 -7 お菓子屋さんでフランス語 1,500 2085 -4 らくらく旅の上海語 1,000

5589 -4 お花屋さんでフランス語 1,500 3991 -7 らくらく旅のフランス語 950

5563 -4 お買い物しながらフランス語 1,400 2087 -8 らくらく旅のタイ語  【男性編】 1,000

5464 -4 カフェでフランス語 1,400 品切 2088 -5 らくらく旅のタイ語  【女性編】 1,000

5356 -2 パン屋さんのフランス語 1,400 2081 -6 らくらく旅のオランダ語 1,200 品切

5496 -5 お家でフランス語 1,400 品切 2089 -2 らくらく旅のハンガリー語 1,200

2091 -5 らくらく旅のロシア語 1,200 品切

2090 -8 らくらく旅のギリシャ語 1,200

4576 -5 おしゃべりのイタリア語 1,500 5236 -7 らくらく旅のフィンランド語 1,200 品切

5692 -1 スローライフのイタリア語 1,500 5216 -9 らくらく旅のトルコ語 1,300

5624 -2 トラットリアのイタリア語 1,500 品切 5185 -8 らくらく旅のメキシコのスペイン語 1,300 品切

5586 -3 お買いもののイタリア語 1,500

5565 -8 オペラでイタリア語 1,500 品薄

5687 -2 街歩きのイタリア語 1,500

2427 -2 アメリカ　ホームステイ＆留学の英会話 1,800

5709 -6 街歩きのスペイン語 1,500

5688 -4 バルのスペイン語 1,500 僅少

4456 -0 留学 アメリカ名門大学への道 2,500 品薄

3097 -6 ハワイわくわく英会話 1,400 4632 -8 留学・アメリカ大学編入への道 2,200

3640 -4 香港・街歩きの広東語 1,500

4235 -1 おいしい韓国語 1,400

4442 -3 街歩きのスウェーデン語 1,600 6480 -3 高校生のためのアメリカ大学留学ガイド 2,800

3818 -7 1000人が選んだ  旅の英語72フレーズ 1,300 6482 -7 ワーキングホリデー in オーストラリア 1,800 　

0265 -2 まるごと6か国語ミニフレーズ 1,200 6483 -4 ワーキングホリデー in ニュージーランド 1,800 　

3359 -5 ５年間の海外生活でゼロから学んだ英会話の基本72フレーズ 1,500 6484 -1 ワーキングホリデーin カナダ　　 1,800

8989 -9 食べる中国語 1,900 6485 -8 ワーキングホリデー in イギリス 1,800

4280 -1 魅惑のインドでヒンディー語 1,600 6486 -5 ワーキングホリデー in フランス 1,800

4279 -5 癒しのバリ島でインドネシア語 1,600 6487 -2 ワーキングホリデー in ドイツ 1,800

6488 -9 ワーキングホリデー in 韓国 1,800

らくらく旅シリーズ

スペイン語

その他言語

ホームステイ

旅行会話

高校留学

ドイツ語

フランス語

新書サイズのお洒落な語学書（B6変型シリーズ） 旅行会話

ワーキングホリデー

留学・アメリカ

イタリア語
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1234 -7 アクセス独和辞典 第３版 ★4,100 4449 -2 NEW アクセス日中辞典 新装版 3,700

4450 -8 NEW アクセス中日辞典 新装版 3,700 品薄

1233 -0 新現代独和辞典 4,200

0019 -1 スタート 独和辞典 3,200 0287 -4 ポケット中日辞典 　 2,300

0288 -1 ポケット日中辞典 2,300

1242 -2 新装版　現代和独辞典 6,800

4321 -1 アクセス和独辞典 ★5,400

0230 -0 NEWポータブル日韓辞典 3,000

70101 -2 POD 関口存男著作集 ドイツ語学篇① 6,000 0231 -7 NEWポータブル韓日辞典 3,000

70102 -9 POD 関口存男著作集 ドイツ語学篇② 8,000 0232 -4 NEWポータブル日韓韓日辞典 5,000 僅少

70103 -6 POD 関口存男著作集 ドイツ語学篇③ 8,000

70104 -3 POD 関口存男著作集 ドイツ語学篇④ 6,000 1245 -3 カナ付　韓日・日韓小辞典 2,200

70105 -1 POD 関口存男著作集 ドイツ語学篇⑤ 6,000

70106 -7 POD 関口存男著作集 ドイツ語学篇⑥ 7,000 0224 -9 韓国語文法辞典 4,600 品切

70107 -4 POD 関口存男著作集 ドイツ語学篇⑦ 6,000 4440 -9 新版ハングル頻度順単語文例辞典 3,200

70108 -1 POD 関口存男著作集 ドイツ語学篇⑧ 9,000 4441 -6 新版ハングル単語文法活用事典 2,800

70109 -8 POD 関口存男著作集 ドイツ語学篇⑨ 9,000 5193 -3 韓国旅行会話事典 2,200

70110 -4 POD 関口存男著作集 ドイツ語学篇⑩ 6,000 4339 -9 新版ハングル文章表現事典 3,200

70111 -1 POD 関口存男著作集 ドイツ語学篇⑪ 6,000 2262 -9 カナ付 ハングル基本単語文例辞典 1,800

70112 -8 POD 関口存男著作集 ドイツ語学篇⑫ 6,000 1170 -8 韓国姓名字典 4,800

70119 -7 POD 関口存男著作集 翻訳・創作篇① 6,000

70120 -3 POD 関口存男著作集 翻訳・創作篇② 7,000

70121 -0 POD 関口存男著作集 翻訳・創作篇③ 6,000

70122 -7 POD 関口存男著作集 翻訳・創作篇④ 7,000 5730 -0 スペイン語ビジネス会話フレーズ辞典 3,000

70123 -4 POD 関口存男著作集 翻訳・創作篇⑤ 7,000 5731 -7 ブラジル・ポルトガル語ビジネス会話フレーズ辞典 3,000

70124 -1 POD 関口存男著作集 翻訳・創作篇⑥ 6,000 5732 -4 タイ語ビジネス会話フレーズ辞典 3,300

70125 -8 POD 関口存男著作集 翻訳・創作篇⑦ 7,000

70126 -5 POD 関口存男著作集 翻訳・創作篇⑧ 8,000

70127 -2 POD 関口存男著作集 翻訳・創作篇⑨ 6,000 5809 -3 ポータブル日タイ英・タイ日英辞典 2,400

70128 -9 POD 関口存男著作集 翻訳・創作篇⑩ 6,000 5810 -9 ポータブル日ベトナム英・ベトナム日英辞典 ★2,400

70130 -2 POD関口存男著作集 別巻 ドイツ語論集 10,000 5850 -5 ポータブル日マレー英・マレー日英辞典 4,200

70115 -2 POD 詳解ドイツ大文法 12,800 5878 -9 ポータブル日インドネシア英・インドネシア日英辞典 3,200

70118 -0 POD 関口存男の生涯と業績 9,800

70117 -3 POD 総合詳説日獨言語文化交流史大年表 30,000

5174 -2 テクストからみたドイツ語文法 58,000

1229 -3 ドイツ語を考える 3,300 5897 -0 新アジア英語辞典 1,900

70129 -6 POD 真鍋ドイツ語の世界 5,200

1237 -8 冠詞第1巻 48,000 5183 -4 改訂版 和英・日本の文化・観光・歴史辞典 3,000

1238 -5 冠詞第2巻 48,000

1239 -2 冠詞第3巻 48,000

☆繁体字版（主に台湾・香港） 初心者向け 中日,日中各20,000語

英語辞典

中国語辞典

☆現代日本からドイツ語圏まで幅広くカバーした和独辞典　56,000語

ドイツ語辞典

ドイツ語学の名著

その他の韓国語辞典

韓国語辞典

☆売れてます！  日韓70,000語,韓日72,000語 ハンディサイズ

☆カナ付き日韓・韓日小辞典

各国語ビジネス会話フレーズ辞典

ポータブルアジア言語辞典

☆売上No.1学習独和辞典の決定版!新正書法対応73,500語

☆本格派辞典の決定版！初級～上級向け 11万語 

☆初心者にやさしい独和辞典 一段組み 新正書法 14,000語

☆初級～上級向け 伝統的和独辞典 79,000語

☆B6変型判 見やすい活字

三修社創立７０周年記念
関口存男不朽の名著ここに復刻。 和英辞典
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