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ドイツ語 ドイツ語Ⅲ あ 赤池マリア 2 木2 通年 教科書 3008 Menschen A1.1 Kursbuch Hueber 2,431
中国語 中国語Ⅰ・Ⅱ あ 味岡美玲 1 26 金1 通年 教科書 3009 会話で学ぼう基礎中国語 白帝社 2,640 音声
中国語 中国語Ⅰ・Ⅱ あ 味岡美玲 1 28 金2 通年 教科書 3010 会話で学ぼう基礎中国語 白帝社 2,640 音声 
中国語 中国語Ⅲ(クラス) あ 味岡美玲 2 26 火1 春秋 教科書 3011 知っておきたい中国事情 改訂版 白水社 2,420
中国語 中国語Ⅲ（選択） あ 味岡美玲 2 火2 春秋 教科書 3012 音読から始める中国語アイテム15 朝日出版社 2,530 発展ネイティヴ
スペイン語 スペイン語(選択) あ 有田美保 2 金4 春秋 教科書 3013 Brújula /スペイン語学習の羅針盤 朝日出版社 2,420
スペイン語 スペイン語Ⅰ・Ⅱ あ 有田美保 1 月3 通年 教科書 3014 Paso doble-Primer Paso /パソ・ドブレ-プリメル・パソ 弘学社 2,420
スペイン語 スペイン語Ⅲ（クラス） あ 有田美保 2 月4 通年 教科書 3015 Paso doble-Segundo Paso /パソ・ドブレーセグンド・パソ 弘学社 2,420
英語 英語Ⅱ あ 安藤和弘 2 木3 通年 教科書 3016 British News Update　2  /映像で学ぶイギリス公共放送の最新ニュース 2 金星堂 2,860
英語 英語Ⅱ あ 安藤和弘 2 木5 通年 教科書 3017 Rock UK  Cengage Learning 2,420
ドイツ語 ドイツ語Ⅰ・Ⅱ い 飯嶋曜子 1 月4 通年 教科書 3018 Deutsche Grammatik Smart /ドイツ文法スマート 郁文堂 2,640 クラス指定
ドイツ語 ドイツ語Ⅰ・Ⅱ い 飯嶋曜子 1 月4 通年 教科書 3019 U¨bungsheft zur deutschen Grammatik Smaet /ドイツ文法エクササイズ 郁文堂 1,540 クラス指定
中国語 中国語Ⅰ い 石井理 1 25 火3 教科書 3020 ベーシック・チャイニーズ １（４技能対応）　   三修社 2,970 文法
中国語 中国語Ⅰ・Ⅱ（スポーツ） い 石井理 1 水3 教科書 3021 三文字エクササイズ中国語１２００    　   東方書店  1,980
中国語 中国語Ⅲ（スポーツ） い 石井理 2 火2 教科書 3022 ベーシック・チャイニーズ 2（４技能対応）　   三修社 2,970
中国語 中国語Ⅰ い 石井剛 1 12 水2 春期 教科書 3023 現代漢語基礎 改訂版 白帝社 2,860 文法
中国語 中国語Ⅲ い 石井剛 2 水1 春期 教科書 3025 武漢日記  封鎖下６０日の魂の記録  河出書房新社  1,760 発展講読
中国語 中国語Ⅰ・Ⅱ（再履・初習） い 石黒ひさこ 12 月2 教科書 3027 わくわくスタディ実学実用初級中国語  朝日出版社  2,530 再履・初習
中国語 中国語Ⅰ（文法） い 石黒ひさこ 1 4 月1 教科書 3028 日中いぶこみ交差点　エッセンシャル版  朝日出版社 2,640 文法
中国語 中国語Ⅲ（クラス） い 石黒ひさこ 2 4 月3 教科書 3029 Ｌｏｖｅ！上海2 初級－中級編 朝日出版社  2,640
ドイツ語 ドイツ語(スポーツ) い 石原竹彦 1 火2 通年 教科書 3030 Lernen wir Deutsch! /ドイツ語を学ぼう！ 同学社 2,750
英語 英語Ⅰ い 石山徳子 水1 教科書 3031 Understanding Our New Challenges /新しい世界の読み方 成美堂  2,090
英語 英語Ⅰ い 伊藤晶子 1 31 火3 通年 教科書 3032 World in Focus:Video Course Book Cengage Learning 2,860 毎回2冊の教科書を使用
英語 英語Ⅰ い 伊藤晶子 1 31 火3 通年 教科書 3033 Navigator for the TOEIC Test /新TOEICテスト・ナビゲーター 南雲堂 1,980 毎回2冊の教科書を使用
英語 英語Ⅰ い 伊藤晶子 1 33 火4 通年 教科書 3034 World in Focus:Video Course Book Cengage Learning 2,860 毎回2冊の教科書を使用
英語 英語Ⅰ い 伊藤晶子 1 33 火4 通年 教科書 3035 Navigator for the TOEIC Test /新TOEICテスト・ナビゲーター 南雲堂 1,980 毎回2冊の教科書を使用
英語 英語Ⅰ い 伊藤晶子 1 25 水3 教科書 3036 NHK News Line 3 /映像で学ぶNHK　英語ニュースが伝える日本3 金星堂 2,640 毎回2冊の教科書を使用
英語 英語Ⅰ い 伊藤晶子 1 25 水3 通年 教科書 3037 Navigator for the TOEIC Test /新TOEICテスト・ナビゲーター 南雲堂 1,980 毎回2冊の教科書を使用
英語 英語Ⅰ い 伊藤晶子 1 8 水4 通年 教科書 3038 NHK News Line 3 /映像で学ぶNHK英語ニュースが伝える日本3 金星堂 2,640 毎回2冊の教科書を使用
英語 英語Ⅰ い 伊藤晶子 1 8 水4 通年 教科書 3039 Navigator for the TOEIC Test /新TOEICテスト・ナビゲーター 南雲堂 1,980 毎回2冊の教科書を使用
英語 英語Ⅱ い 伊藤晶子 2 火5 春期 教科書 3040 Insights 2020 /世界を読むメディア英語入門2020 金星堂 2,090 "2020年版"を使用します
英語 英語Ⅱ い 伊藤晶子 2 水5 春期 教科書 3041 New York Streets /DVDで楽しむ『ニューヨーク街物語』 金星堂 2,530
英語 英語Ⅰ い 伊藤由起子 木1 通年 教科書 3000 読み・書く英語表現のポイント１５章 音羽書房鶴見書店 1,980
スペイン語 スペイン語Ⅰ・Ⅱ い 稲森広朋 1 32 月1 通年 教科書 3044 Mucho gusto /初めてのスペイン語 同学社 2,750
スペイン語 スペイン語Ⅲ い 稲森広朋 2 月3 通年 教科書 3045 Plaza MayorⅡ~Español avanzado~ Edición Revisada /プラサ・マヨール 2 改訂版  朝日出版社 2,310
スペイン語 スペイン語Ⅲ い 稲森広朋 2 33 月5 通年 教科書 3046 ¡Mira, la nueva estrellita! ~curso de español elemental~

/新・エストレリータ スペイン語入門コース
朝日出版社 2,420

中国語 中国語Ⅰ・Ⅱ え 江崎隆哉 1 6 火2 教科書 3049 中国語ポイント４２ 白水社 2,310 文法
中国語 中国語Ⅰ・Ⅱ え 江崎隆哉 1 29 火1 教科書 3050 中国語ポイント４２ 白水社 2,310 文法
中国語 中国語Ⅲ（クラス） え 江崎隆哉 2 6 木1 教科書 3051 ２冊めの中国語《講読クラス》 白水社 2,530
中国語 中国語Ⅲ（クラス） え 江崎隆哉 2 12 木3 教科書 3052 ２冊めの中国語《講読クラス》 白水社 2,530
ドイツ語 ドイツ語Ⅰ え 遠藤紀明 1 1 月2 通年 教科書 3053 in Deutschland /イン・ドイチュラント 朝日出版社 2,860 毎回使用
ドイツ語 ドイツ語Ⅰ え 遠藤紀明 1 17 月3 通年 教科書 3054 Deutche Grammatik Smart /ドイツ文法スマート  郁文堂 2,640 毎回使用
ドイツ語 ドイツ語Ⅰ え 遠藤紀明 1 17 月3 通年 教科書 3055 U bungsheft zur deutschen /ドイツ文法エクササイズ 郁文堂 1,540 毎回使用
中国語 中国語Ⅰ・Ⅱ(文法) お 大西陽子 1 23 木3 春秋 教科書 3056 日中いぶこみ交差点 エッセンシャル版 朝日出版社  2,640 文法
中国語 中国語Ⅰ・Ⅱ(文法) お 大西陽子 1 24 木4 春秋 教科書 3057 日中いぶこみ交差点 エッセンシャル版 朝日出版社  2,640 文法
中国語 中国語Ⅲ(選択) お 大西陽子 2 木5 春秋 教科書 3058 そうだったんだ!中国 慧眼看中国     金星堂 2,420 発展講読
スペイン語 スペイン語Ⅰ・Ⅱ お 大場樹精 1 水3 通年 教科書 3059 ¡Muy bien!  /いいね！スペイン語　 朝日出版社 2,860
スペイン語 スペイン語Ⅲ お 大場樹精 2 水2 通年 教科書 3060 ¡Muy bien! 2 /いいね！スペイン語 2 朝日出版社 2,860
英語 英語Ⅱ お 奥井裕 2 選 木3 春秋 教科書 3061 Cosmopolitans /コスモポリタン  金星堂  968
英語 英語Ⅱ お 奥井裕 2 選 木4 春期 教科書 3062 College Reader for Everybody /詳註・詳解英語の読み方 音羽書房鶴見書店  1,430
英語 英語Ⅱ お 奥井裕 2 選 金2 春秋 教科書 3063 A Days Wait and other Charming Stories /英米・傑作短篇集  金星堂  1,320
中国語 中国語Ⅰ・Ⅱ か 郭偉 1 5 木1 通年 教科書 3064 日中いぶこみ交差点 朝日出版社 2,750 音声
中国語 中国語Ⅰ・Ⅱ か 郭偉 1 12 木2 通年 教科書 3065 日中いぶこみ交差点 朝日出版社 2,750 音声
中国語 中国語Ⅲ か 郭偉 2 25 水1 通年 教科書 3066 時事中国語の教科書　２０２１年度版   朝日出版社 2,090
中国語 中国語Ⅲ（クラス） か 郭偉 2 29 木3 通年 教科書 3067 時事中国語の教科書 　２０２１年度版 朝日出版社  2,090
中国語 中国語Ⅲ（選択） か 郭偉 2 水2 春秋 教科書 3068 大学生のための中級中国語２０回   白帝社 2,640 ネイティヴ
中国語 中国語Ⅲ（選択） か 郭偉 2 水3 春秋 教科書 3069 上海を歩こう   金星堂 2,860 ネイティヴ
ドイツ語 ドイツ語Ⅰ か 兼子安弘 1 10 水2 通年 教科書 3070 Deutsh im UmriB  /ドイツ語のアウトライン 東洋出版 1,980
ドイツ語 ドイツ語Ⅰ(再履修) か 兼子安弘 2 水1 通年 教科書 3071 ステップバイステップ15 東洋出版 2,090
ドイツ語 ドイツ語Ⅲ か 兼子安弘 2 月1 通年 教科書 3072 花の精 ６版 同学社 1,650
ドイツ語 ドイツ語Ⅲ か 兼子安弘 2 16 月2 通年 教科書 3073 Deutsch furs zweite semester  /新ドイツ語を楽しもう 第三書房 1,650
スペイン語 スペイン語Ⅰ・Ⅱ か 仮屋浩子 1 34 水1 通年 教科書 3074 Nuevo Espanol En Marcha 1:Libro Del Alumno w/CD Japon New Edition SGEL 3,740
中国語 中国語Ⅱ・Ⅰ（再履・初習） か 河田聡美 2 21 木2 教科書 3075 しゃべっていいとも中国語   中西君と一緒に中国へ行こう！ 朝日出版社 2,530 再履・初習
中国語 中国語Ⅲ（クラス） か 河田聡美 2 7 木1 教科書 3076 ビジュアル中国　初級から中級へ 朝日出版社 2,530
中国語 中国語Ⅲ（選択） か 河田聡美 2 木3 教科書 3077 カレント中国 初級から中級へ 朝日出版社 2,530 講読
英語 英語Ⅰ き 木村志穂 1 火1,火2,水1 通年 教科書 3078 Beyond Borders／ ニューヨークタイムズ世界見聞 英宝社  2,310
英語 英語Ⅱ き 木村志穂 2 水2 通年 教科書 3079 Inspiring Voices 15 Interviews from NHK Direct Talk /NHK Direct Talk 世界を変える声を聞く 金星堂  2,860
中国語 中国語Ⅰ・Ⅱ き 喬志航 1 22 月4 教科書 3080 シンプルチャイニーズ北京文法篇   朝日出版社 2,530 音声
中国語 中国語Ⅲ（選択） き 喬志航 2 月3 教科書 3081 中国語スピ－キング沙龍   朝日出版社 2,420 ネイティヴ
スペイン語 スペイン語Ⅲ（選択） く 久野量一 2 火1 通年 教科書 3082 ¡Ahora,tú! Nueva ed.  /君もやってみよう！スペイン語 改訂版 朝日出版社 2,310
フランス語 フランス語 く 久保みゆき 2 木1 教科書 3083 LE COLLIER /初級～中級読み物ル・コリエ   朝日出版社  2,310
フランス語 フランス語 く 久保みゆき 通年 参考書 3084 プログレッシブ仏和辞典 第２版 小学館 3,960 明大マート2F書店にて販売
フランス語 フランス語Ⅰ・Ⅱ く 久保みゆき 1 火5 通年 教科書 3085 Le Francais /ル・フランセ 新版 白水社 1,925
フランス語 フランス語Ⅲ く 久保みゆき 2 火4 通年 教科書 3086 Cafe Francais　2 /カフェ・フランセ 2   朝日出版社 2,750
英語 英語Ⅰ く 熊澤清美 1 35 火3 通年 教科書 3087 Reading Explorer 2:Student book Text only,3rd ed. Cengage Learning 3,025
英語 英語Ⅰ く 熊澤清美 1 17 火4 通年 教科書 3088 Reading Explorer 2:Student book Text only,3rd ed. Cengage Learning 3,025
英語 英語Ⅰ く 熊澤清美 1 4 火5 通年 教科書 3089 Reading Explorer 2:Student book Text only,3rd ed. Cengage Learning 3,025
英語 英語Ⅰ く 倉光紀子 1 8 火1 春秋 教科書 3090 Seeing the World through the News 5 /映像で学ぶイギリス公共放送の英語5 金星堂 2,750
英語 英語Ⅰ く 倉光紀子 1 8 火1 春秋 教科書 3091 ＴＯＥＩＣ　ＴＥＳＴ必修単熟語チェック ６５０点レベル 音羽書房鶴見書店  1,100
英語 英語Ⅰ く 倉光紀子 1 12 火2 春秋 教科書 3092 Seeing the World through the News 5 /映像で学ぶイギリス公共放送の英語5 金星堂 2,750
英語 英語Ⅰ く 倉光紀子 1 12 火2 春秋 教科書 3093 ＴＯＥＩＣ　ＴＥＳＴ必修単熟語チェック ６５０点レベル 音羽書房鶴見書店  1,100
英語 英語Ⅰ く 倉光紀子 1 30 火3 春秋 教科書 3094 Seeing the World through the News 5 /映像で学ぶイギリス公共放送の英語5 金星堂 2,750
英語 英語Ⅰ く 倉光紀子 1 30 火3 春秋 教科書 3095 ＴＯＥＩＣ　ＴＥＳＴ必修単熟語チェック ６５０点レベル 音羽書房鶴見書店  1,100
スペイン語 スペイン語Ⅰ・Ⅱ こ コルメナ 1 木1 通年 教科書 3096 ¡Muy bien! 1  /いいね！スペイン語 1 朝日出版社 2,860
スペイン語 スペイン語Ⅰ・Ⅱ こ コルメナ 1 木2 通年 教科書 3097 ¡Muy bien! 1  /いいね！スペイン語 1 朝日出版社 2,860
スペイン語 スペイン語Ⅰ・Ⅱ こ コルメナ 1 木4 通年 教科書 3098 ¡Muy bien! 1  /いいね！スペイン語 1 朝日出版社 2,860
スペイン語 スペイン語Ⅲ こ コルメナ 2 木 通年 教科書 3099 ¡Muy bien! 2  /いいね！スペイン語 2 朝日出版社 2,860
フランス語 フランス語Ⅰ・Ⅱ さ 佐久間寛 火1,木2 教科書 3100 VAS-Y! /ヴァズィ！ 改訂版 駿河台出版社 2,750
中国語 中国語Ⅰ・Ⅱ さ 佐藤賢 火4 春秋 教科書 3101 中国語へのパスポ－ト（ＣＤ付）改訂版 朝日出版社 2,420
中国語 中国語Ⅰ・Ⅱ さ 佐藤賢 2 月5 春秋 教科書 3102 ことばと文化“一挙両得”中級中国語  朝日出版社 2,420
中国語 中国語Ⅰ・Ⅱ さ 佐藤賢 火5 春秋 教科書 3103 中国語へのパスポ－ト（ＣＤ付）改訂版 朝日出版社 2,420
英語 英語Ⅱ さ 佐藤信夫 2 月1 春期 教科書 3104 Realize Japan /イギリス人特派員が見た日本 金星堂 2,090
英語 英語Ⅱ さ 佐藤信夫 2 金1 春期 教科書 3105 Realize Britain /イギリスふしぎ再発見 金星堂 1,980
スペイン語 スペイン語Ⅰ・Ⅱ さ 佐藤麻里乃 1 月3 通年 教科書 3108 Plaza MayorⅠRevisada  /ﾌﾟﾗｻ･ﾏﾖｰﾙ ｿﾌﾄ版1 ﾍﾞ-ｼｯｸ･ｽﾍﾟｲﾝｺ語 改訂版 朝日出版社 2,090
スペイン語 スペイン語Ⅲ（クラス） さ 佐藤麻里乃 2 木1,木2 通年 教科書 3109 Gramática elemental del español,Nueva ed. /初級スペイン語文法 全音声DL版 朝日出版社 2,310
英語 英語Ⅰ た 高取康之 1 18 金 教科書 3110 Challenges of Global Enteprises /海外メディアで読むグローバル企業の挑戦 金星堂 2,310
英語 英語Ⅰ た 高取康之 1 3 金 教科書 3111 Challenges of Global Enteprises /海外メディアで読むグローバル企業の挑戦 金星堂 2,310
英語 英語Ⅰ た 高取康之 1 13 金 教科書 3112 Challenges of Global Enteprises /海外メディアで読むグローバル企業の挑戦 金星堂 2,310
英語 英語Ⅰ(スポーツ) た 高取康之 1,2 金 教科書 3113 Challenges of Global Enteprises /海外メディアで読むグローバル企業の挑戦 金星堂 2,310
中国語 中国語Ⅲ（クラス） た 高橋美千子 2 22 金3 教科書 3114 仲間で話そう中国語     朝日出版社  2,420
フランス語 フランス語Ⅰ た 瀧川広子 1 21 水3,金3 春期 教科書 3115 Partir pour Paris /新はじめてのパリ－映像付き   朝日出版社  2,750 週2コマの授業で同じ1冊の

教科書を使用します。
フランス語 フランス語Ⅲ た 瀧川広子 2 11 水2 通年 教科書 3117 新・彼女は食いしん坊！ 2       朝日出版社  2,640
スペイン語 スペイン語Ⅰ・Ⅱ た 武田和久 1 31 水5 通年 教科書 3118 Record IN ESPANOL　FOR KIOTO /スペイン語で巡る京都    白水社 2,750
スペイン語 スペイン語Ⅰ・Ⅱ(再履

修)
た 武田和久 水4 通年 教科書 3119 Claro! /クラロ！    第三書房 2,750

スペイン語 スペイン語Ⅰ た 田中恵 1 水1 通年 教科書 3120 Entre amigos 1－2nd ed /総合スペイン語コース初級 改訂版 朝日出版社  2,640
スペイン語 スペイン語Ⅱ た 田中恵 2 水2 通年 教科書 3121 Espanol colorido /彩いろどりスペイン語  朝日出版社  2,640
スペイン語 スペイン語Ⅱ(クラス) た 田中恵 2 水3 通年 教科書 3122 Español en imágenes /イメージ・スペイン語  朝日出版社  2,750
英語 ACEⅡ(Advanced) で デヴェラ 金2 春期 教科書 3123 Pathways3A:Reading Writing,and Critical Thinking,2nd ed. Cengage Learning 3,091
英語 ACEⅡ(Intermediate) で デヴェラ 木3 春秋 教科書 3125 21st Century Reading 2:Creative Thinking and Reading with TED Talks Cengage Learning 3,190
英語 ACEⅢ(Advanced) で デヴェラ 火1 通年 教科書 3126 Northstar Building Skills TOEFL iBT,Intermediate Student Book with CDs Peason 4,125
英語 ACEⅢ(Upper Advanced) で デヴェラ 火2 通年 教科書 3128 Focus on Vocabulary 2 Bridging Vaocabulary,2nd ed. Peason 3,630
英語 英語Ⅰ な 中野里美 1 金1 通年 教科書 3129 Listening to Dialogues on Social Issues /社会的な問題についての会話リスニング15章  音羽書房鶴見書店 1,980
英語 英語Ⅰ な 中野里美 1 金2 通年 教科書 3130 Listening to Dialogues on Social Issues /社会的な問題についての会話リスニング15章  音羽書房鶴見書店 1,980
英語 英語Ⅰ な 中村美奈子 1 水4 通年 教科書 3001 Broadcast: ABC World News Tonight 3  /映像で学ぶABCワールドニュース 3 金星堂 2,970

↓ ここの欄に
チェックしてください！

お名前

4/7(水)～5/14（金）　※４月のみ土曜営業あり（10：00-17：00）
４月販売時間：4/7（水）10：00-17：00、4/8（木）～4/16（金）10：00-18：30、4/19（月）～4/28（水）10：00-17：30
５月販売時間：5/6（木）～5/14（金）12：00-16：30

※書籍・辞書は10％値引します。
※本体価格は変更になる場合がありますので、予めご了承ください。
※レシートのない返品はお受けできませんので、ご注意ください。

お呼び出しするのにお名前が必要です。
必ずご記入ください。

↓
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英語 英語Ⅰ な 中村美奈子 1 水5 通年 教科書 3002 Broadcast: ABC World News Tonight 3  /映像で学ぶABCワールドニュース 3 金星堂 2,970
英語 英語Ⅰ な 中村美奈子 1 木2 通年 教科書 3003 Broadcast: ABC World News Tonight 3  /映像で学ぶABCワールドニュース 3 金星堂 2,970
英語 英語Ⅰ な 中村美奈子 1 木3 通年 教科書 3004 Broadcast: ABC World News Tonight 3  /映像で学ぶABCワールドニュース 3 金星堂 2,970
英語 英語Ⅰ な 中村美奈子 1 木4 通年 教科書 3005 Broadcast: ABC World News Tonight 3  /映像で学ぶABCワールドニュース 3 金星堂 2,970
英語 英語Ⅱ な 中村美奈子 2 木1 通年 教科書 3006 Step-Up Skills for the TOEIC Listening and Reading Test: Level 3 –Advanced–

/一歩上を目指すTOEIC Listening and Reading Test: Level 3
朝日出版社 1,870

英語 英語Ⅱ な 中村美奈子 2 木1 通年 参考書 3007 TOEICテスト英単語ターゲット3000 新装版 旺文社 1,320 必ず購入
中国語 中国語Ⅰ・Ⅱ な 中本梅衣 1 24 金1 教科書 3131 初級中国語 花ばな 改訂版  朝日出版社 2,420 音声
中国語 中国語Ⅰ・Ⅱ な 中本梅衣 1 27 金2 教科書 3132 初級中国語 花ばな 改訂版  朝日出版社 2,420 音声
ドイツ語 ドイツ語Ⅰ・Ⅱ な 永川聡 1 月3 通年 教科書 3133 Land und Leute /ドイツの人と暮らし 朝日出版社 2,640
英語 英語Ⅱ に 西浦徹 2 木3 春期 教科書 3134 QUICK EXERCISES FOR THE TOEIC® L&R TEST 600 Reading

/切り取り提出式スコア別TOEIC® L&R徹底対策ドリル600 リーデイング編
松柏社 1,320

英語 英語Ⅱ に 西浦徹 2 木4 春期 教科書 3135 QUICK EXERCISES FOR THE TOEIC® L&R TEST 500 Reading
/切り取り提出式スコア別TOEIC® L&R徹底対策ドリル500 リーデイング編

松柏社 1,320

英語 英語Ⅱ に 西浦徹 2 木5 春期 教科書 3136 QUICK EXERCISES FOR THE TOEIC® L&R TEST 400 Reading
/切り取り提出式スコア別 TOEIC® L&R徹底対策ドリル400 リーデイング編

松柏社 1,320

英語 英語I の 野川浩美 1 月5 通年 教科書 3137 Broadcast: ABC World News Tonight3 /映像で学ぶABCワールドニュース3  金星堂 2,970
英語 英語I の 野川浩美 1 木1 通年 教科書 3138 Broadcast: ABC World News Tonight3 /映像で学ぶABCワールドニュース3  金星堂 2,970
英語 英語I の 野川浩美 1 木2 通年 教科書 3139 Broadcast: ABC World News Tonight3 /映像で学ぶABCワールドニュース3  金星堂 2,970
ドイツ語 ドイツ語Ⅰ・Ⅱ は 橋本由紀子 1 16 月3 通年 教科書 3140 PANORAMA Deutsch Ver.3.0  /パノラマ 初級ドイツ語ゼミナール 三訂版 白水社 2,530
ドイツ語 ドイツ語Ⅰ・Ⅱ は 橋本由紀子 1 15 月4 通年 教科書 3141 Deutsche Grammatik Smart /ドイツ文法スマート 郁文堂 2,640
ドイツ語 ドイツ語Ⅰ・Ⅱ は 橋本由紀子 1 15 月4 通年 教科書 3142 U¨bungsheft zur deutschen Grammatik Smaet /ドイツ文法エクササイズ 郁文堂 1,540
中国語 中国語Ⅰ・Ⅱ（音声） は 花井みわ 1 25 金1 春秋 教科書 3143 大学生のための初級中国語２４回　改訂版 白帝社 2,640 音声
中国語 中国語Ⅰ・Ⅱ（音声） は 花井みわ 1 29 金4 春秋 教科書 3144 大学生のための初級中国語２４回　改訂版 白帝社 2,640 音声
中国語 中国語Ⅰ・Ⅱ（音声） は 花井みわ 1 23 月5 春秋 教科書 3145 大学生のための初級中国語２４回　改訂版 白帝社 2,640 音声
中国語 中国語Ⅰ・Ⅱ（音声） は 花井みわ 1 4 木2 春秋 教科書 3146 大学生のための初級中国語２４回　改訂版 白帝社 2,640 音声
中国語 中国語Ⅲ（クラス） は 花井みわ 2 5 木1 春秋 教科書 3147 ２年生のコミュニケ－ション中国語 白水社 2,420
中国語 中国語Ⅲ（選択） は 花井みわ 2 金2 春秋 教科書 3148 大学生のための現代中国１２話・４ 白帝社 2,750 ネイティヴ
中国語 中国語Ⅲ（選択） は 花井みわ 2 金3 春秋 教科書 3149 ２年めの伝える中国語 白水社 2,530 ネイティヴ
中国語 中国語Ⅰ は 羽根次郎 1 7 木2 教科書 3150 中国語の文法書 新訂版 同学社 2,750 文法
中国語 中国語Ⅲ（選択） は 羽根次郎 2 木4 教科書 3151 中国語の文法書 新訂版 同学社 2,750 講読
スペイン語 スペイン語Ⅰ は 濱田和範 1 金1 通年 教科書 3152 ¡Acción! Tercera edición /アクシオン！ 三訂版 白水社 2,420
スペイン語 スペイン語Ⅰ・Ⅱ ば バリエントス 1 火4 通年 教科書 3153 IDEAL /イデアル 改訂新版 同学社 2,750
ドイツ語 ドイツ語Ⅰ・Ⅱ（文法） ば 阪東知子 1 16 火1 通年 教科書 3154 Deutsche Grammatik Smart /ドイツ文法スマート  郁文堂 2,640
ドイツ語 ドイツ語Ⅰ・Ⅱ（文法） ば 阪東知子 1 16 火1 通年 教科書 3155 U¨bungsheft zur deutschen Grammatik Smart /ドイツ文法エクササイズ   郁文堂 1,540
ドイツ語 ドイツ語Ⅰ・Ⅱ（読本） ば 阪東知子 1 15 火2 通年 教科書 3156 Deutsch mit aktuellen Themen /身につくドイツ語・初級 改訂新版   郁文堂 2,750
ドイツ語 ドイツ語Ⅲ ば 阪東知子 2 10 火3 通年 教科書 3157 Deutsch und deutschsprachiger Raum  /知りたいドイツ語 朝日出版社  2,530
ドイツ語 ドイツ語Ⅲ ば 阪東知子 2 火4 春秋 教科書 3158 Meine Deutschstunde /ドイツ語の時間読解編  朝日出版社  2,530
ドイツ語 ドイツ語Ⅰ ひ 平山茂樹 1 17 水2 通年 教科書 3159 Süße Verführung aus Deutschland  /お菓子で学ぶドイツ語 朝日出版社 2,420
ドイツ語 ドイツ語Ⅰ ひ 平山茂樹 1 1 金2 通年 教科書 3160 Deutsche Grammatik Smart /ドイツ文法スマート 郁文堂  2,640
ドイツ語 ドイツ語Ⅰ ひ 平山茂樹 1 1 金2 通年 教科書 3161 U¨bungsheft zur deutschen Grammatik Smart /ドイツ文法エクササイズ 郁文堂  1,540
ドイツ語 ドイツ語Ⅰ・Ⅱ ひ 平山茂樹 2 金3 春秋 教科書 3162 魔法使いのつぶやき 同学社 2,530
ドイツ語 ドイツ語Ⅲ ひ 平山茂樹 2 2 月2 通年 教科書 3163 Süße Verführung aus Deutschland  /お菓子で学ぶドイツ語 朝日出版社 2,420
ドイツ語 ドイツ語Ⅲ ひ 平山茂樹 2 月3 春秋 教科書 3164 Eine Katze in WunderーDeutschland  /ヴンダー! ヴンダー! 朝日出版社 2,310
スペイン語 スペイン語Ⅰ・Ⅱ ふ 福原弘識 2 月3 通年 教科書 3165 Español en imágenes /イメージ・スペイン語 朝日出版社 2,750
スペイン語 スペイン語Ⅲ ふ 福原弘識 1 月5 通年 教科書 3166 Entre amigos 2,2nd ed. /総合スペイン語コース中級　改訂版 朝日出版社 2,640
フランス語 フランス語Ⅰ ふ 藤井宏尚 1 木1 春期 教科書 3167  Ça marche !   /キーフレーズで学ぶフランス語 三修社 2,640
フランス語 フランス語Ⅰ ふ 藤井宏尚 1 木2 春期 教科書 3168  Le Francais  /ル・フランセ 新版 白水社 1,925
フランス語 フランス語Ⅰ・Ⅱ ふ 藤井宏尚 1 火4 通年 教科書 3169  Ça marche !   /キーフレーズで学ぶフランス語 三修社 2,640
フランス語 フランス語Ⅲ ふ 藤井宏尚 2 選択 火1 通年 教科書 3172 A la page:actualités françaises 2010-2012  /時事フランス語精選集2010-2012 朝日出版社 2,090
フランス語 フランス語Ⅲ ふ 藤井宏尚 2 20 火3 通年 教科書 3173 A la page -actualites francaises -2021 /時事フランス語 2021年度版  朝日出版社 2,090
中国語 中国語Ⅰ・Ⅱ ほ 本田親史 1 22 木3 教科書 3174 日中いぶこみ交差点  朝日出版社 2,750 文法
中国語 中国語Ⅲ（クラス） ほ 本田親史 2 24 木5 教科書 3175 ビジュアル中国　初級から中級へ  朝日出版社 2,530
中国語 中国語Ⅲ（選択） ほ 本田親史 2 木4 教科書 3176 巨大中国の今 中級中国語ディベートへの招待    朝日出版社 2,310 講読
中国語 中国語Ⅰ・Ⅱ ほ 本間次彦 1 5 火1 教科書 3177 音読で学ぶ中国語   金星堂 2,750 文法
中国語 中国語Ⅲ（選択） ほ 本間次彦 2 金1 教科書 3178 学ぶ中国語初中級編      朝日出版社 2,420 発展講読
フランス語 フランス語Ⅰ ま 前田更子 1 20 火1,金3 通年 教科書 3179 La France au patrimoine mondial /世界遺産で学ぶフランス語 朝日出版社  2,640
中国語 中国語Ⅰ ま 将邑劍平 1 7 金4 教科書 3181  ニーハオ！ニッポン－ふりむけば、中国語   朝日出版社 2,640 音声
中国語 中国語Ⅰ・Ⅱ ま 将邑劍平 1 6 月1 教科書 3182  ニーハオ！ニッポン－ふりむけば、中国語   朝日出版社 2,640 音声
中国語 中国語Ⅲ（選択） ま 将邑劍平 2 金2 教科書 3183 時事中国語の教科書 ２０２０年度版 朝日出版社 2,090 発展ネイティヴ
スペイン語 スペイン語Ⅲ ま 松井賢治 2 火4 通年 教科書 3184 Cielito lindo －Curso intermedio de españ－

/シェリト リンドー　スペイン語中級導入教材・エスペランサソフト版
同学社 2,640

スペイン語 初級スペイン語A・B(再履修） ま 松浦芳枝 水5 通年 教科書 3185 Mi gramática /文法からいくスペイン語 朝日出版社 2,420
英語 英語Ⅰ ま 松崎由貴 1 金3 通年 教科書 3186 The TOEIC TEST Trainer Target 650, Revised ed. Cengage Learning 2,310
英語 英語Ⅰ ま 松崎由貴 1 金3 通年 教科書 3187 TOEIC L&R TEST 出る単特急金のフレーズ 朝日新聞出版 979
英語 英語Ⅰ ま 松沼真由子 1 火3 通年 教科書 3188 21st Century Reading 4: Creative Thinking and Reading with TED Talks Cengage Learning 3,190
英語 英語Ⅰ ま 松沼真由子 1 火4 通年 教科書 3189 21st Century Reading 4: Creative Thinking and Reading with TED Talks Cengage Learning 3,190
英語 英語Ⅰ ま 松沼真由子 1 火5 通年 教科書 3190 21st Century Reading 4: Creative Thinking and Reading with TED Talks Cengage Learning 3,190
中国語 中国語Ⅰ・Ⅱ ま 丸川哲史 1 13 木3 教科書 3191 中国語はじめの一歩 最新２訂版  白水社 2,420 文法
中国語 中国語Ⅲ（クラス） ま 丸川哲史 2 13 木4 教科書 3192 音読で身につく中国語　中級      朝日出版社 2,420
フランス語 フランス語Ⅲ み 宮川慎也 2 3 月4 通年 教科書 3193 Trols contes du Moyen Age /中世の物語 朝日出版社 1,174
スペイン語 スペイン語 め メンドサ 1 木4 通年 教科書 3194 Nuevo Espanol En Marcha 1:Libro Del Alumno w/CD Japon New Edition SGEL 3,740
英語 英語Ⅰ も 望月千栄子 1 金2,金3 春秋 教科書 3195 Roman Holiday /DVDで学ぶ『ローマの休日』 南雲堂 2,750
英語 英語Ⅱ も 望月千栄子 2 金1 春秋 教科書 3196 Broadcast:ABC World News Tonight 3 /映像で学ぶABCﾜｰﾙﾄﾞﾆｭｰｽ 3 金星堂 2,970
スペイン語 スペイン語Ⅰ・Ⅱ も モラレス 1 水2,水3 春秋 教科書 3197  iImagínatelo!  /イラストで楽しもう、スペイン語！ 改訂版 朝日出版社 2,860
スペイン語 スペイン語Ⅲ も モラレス 月4 春秋 教科書 3198 Diverso1: Libro del alumno + Cuaderno de ejercicios SGEL 4,510
英語 英語Ⅰ や 矢向寛子 1 2 金2 通年 教科書 3199 CBS News Break 5 /CBSニュースブレイク 5 成美堂 2,640
英語 英語Ⅰ や 矢向寛子 1 10 木2 通年 教科書 3200 CBS News Break 5 /CBSニュースブレイク 5 成美堂 2,640
英語 英語Ⅰ や 矢向寛子 1 15 木1 通年 教科書 3201 CBS News Break 5 /CBSニュースブレイク 5 成美堂 2,640
英語 英語Ⅰ や 矢向寛子 1 30 木3 通年 教科書 3202 CBS News Break 5 /CBSニュースブレイク 5 成美堂 2,640
英語 英語Ⅱ や 矢向寛子 2 金1 春期 教科書 3203 SCORE BOOSTER FOR THE TOEIC® L&R TEST:INTERMEDIATE

/レベル別TOEIC® L&Rテスト実力養成コース：中級編
金星堂 2,200

英語 英語Ⅱ や 矢向寛子 2 金3 春期 教科書 3205 English for the Global Age with CNN 2021 /CNN：ﾋﾞﾃﾞｵで見る世界のﾆｭｰｽ　Vol.22 朝日出版社  2,090
英語 英語Ⅰ や 山内正太郎 1 7組 水1 通年 教科書 3207 Q：Skills for Success: Reading and Writing 2,2nd　ed. Oxford U.P. 3,630
英語 英語Ⅰ や 山内正太郎 1 28組 水2 通年 教科書 3208 Q：Skills for Success: Reading and Writing 2,2nd　ed. Oxford U.P. 3,630
英語 英語Ⅰ や 山口志のぶ 1 1 火1 通年 教科書 3209 TOEIC Test Trainer Target 650,Revised ed. Cengage Learning 2,310
英語 英語Ⅰ や 山口志のぶ 1 2 火2 通年 教科書 3210 TOEIC Test Trainer Target 650,Revised ed. Cengage Learning 2,310
英語 英語Ⅰ や 山口志のぶ 1 21 火3 通年 教科書 3211 TOEIC Test Trainer Target 650,Revised ed. Cengage Learning 2,310
英語 英語Ⅰ や 山口志のぶ 1 1,2,21 火1,火2,火3 通年 参考書 3212 TOEIC L&R TEST 出る単特急金のフレーズ 朝日新聞出版 979
中国語 中国語Ⅰ・Ⅱ よ 楊立明 1 13 月1 教科書 3213 例文中心・初級中国語 　新訂  同学社  2,530 音声
中国語 中国語Ⅲ（選択） よ 楊立明 2 月2 教科書 3214 時事中国語の教科書 ２０１９年度版 　    朝日出版社 2,090 発展ネイティヴ
英語 英語Ⅰ よ 横田保恵 1 金1 通年 教科書 3215 Reading Power 2,4th ed. Pearson 3,619
英語 英語Ⅰ よ 横田保恵 1 金2 通年 教科書 3216 Reading Power 2,4th ed. Pearson 3,619
英語 英語Ⅰ よ 横田保恵 1 金3 通年 教科書 3217 Reading Power 2,4th ed. Pearson 3,619
英語 英語(中級) よ 依田里花 2 金2,金3 春秋 教科書 3218 Harry Potter and the Philosopher's Stone(Harry Potter1) Bloomsbury Chrildrens Books 1,980
英語 英語Ⅱ よ 依田里花 2 月2 春秋 教科書 3219 Complete Guide to the TOEIC TEST,4th ed. Cengage Learning 3,465
英語 英語Ⅱ よ 依田里花 2 月2 春秋 教科書 3220 TOEIC L&R TEST 出る単特急金のフレーズ 朝日新聞出版  979
英語 英語Ⅱ よ 依田里花 2 月3 春秋 教科書 3221 HOLES Yearling 1,584
英語 ACEⅡ Advanced る ルボー 1,2 水3 通年 教科書 3222 Speaking of Speech,Premium ed. Cengage Learning 3,080 Presentation,Debate and Discussion

英語 ACEⅡ Advanced る ルボー 1,2 水3 通年 教科書 3223 Discover Debate Language Solutions Inc. 2,640 Presentation,Debate and Discussion

英語 ACEⅡ Intermediate る ルボー 1,2 水4 通年 教科書 3224 Speaking of Speech,Premium ed. Cengage Learning 3,080 Developing and Perfecting
Your Presentation Skills

英語 ACEⅡ Intermediate る ルボー 1,2 水4 通年 教科書 3225 Speaking of Speech Level 2 Macmillan 3,003 Developing and Perfecting
Your Presentation Skills

スペイン語 スペイン語Ⅰ・Ⅱ ろ ロドリゲス 1 水5 通年 教科書 3226 Entre amigos 1－2ª edición－ /総合スペイン語コース初級 改訂版 朝日出版社 2,640
スペイン語 スペイン語Ⅰ・Ⅱ ろ ロドリゲス 1 水5 通年 教科書 3227 ポケットプログレッシブ西和・和西辞典 ２色刷 小学館 3,080 明大マート2階書店レジ内にて販売

違う西和・和西辞典があれば購入不要

スペイン語 スペイン語Ⅲ ろ ロドリゲス 2 水4 通年 参考書 3228 Preparacion al Diploma de Espanol, Nivel A1 Edelsa 4,400 購入は任意
英語 英語Ⅰ(スポーツ) わ 若月麻美 1,2 金2 通年 教科書 3229 WELCOME TO NIPPON! /ようこそ！ニッポンへ  朝日出版社 2,640
英語 英語Ⅰ わ 若月麻美 1 金1 通年 教科書 3230 Experience America! 金星堂 2,618
英語 英語Ⅰ わ 若月麻美 1 金3 通年 教科書 3231 Experience America! 金星堂 2,618
英語 英語Ⅰ わ 若月麻美 1 金4 通年 教科書 3232 Experience America! 金星堂 2,618
英語 英語Ⅰ な 中村幸一 1 水2 通年 教科書 3270 Maxims and Reflections Penguin Classics 2,420
フランス語 フランス語Ⅰ せ 瀬倉正克 1 11 春期 教科書 3279 Exercices GRASYS /新世紀グラシス 基本問題集 駿河台出版社 330
フランス語 フランス語Ⅰ せ 瀬倉正克 1 11 春期 教科書 3280 GRASYS /新世紀グラシス 駿河台出版社 2,750
フランス語 フランス語Ⅰ(再履修） せ 瀬倉正克 春期 教科書 3281 Exercices GRASYS /新世紀グラシス 基本問題集 駿河台出版社 330
フランス語 フランス語Ⅰ（再履修） せ 瀬倉正克 春期 教科書 3282 GRASYS /新世紀グラシス 駿河台出版社 2,750
フランス語 フランス語Ⅲ た 田桐正彦 2 19 水1 通年 教科書 3283 INFOS Vol.5 /アンフォ Vol.5 駿河台出版社 1,760
スペイン語 スペイン語Ⅲ た 武田和久 月6 春期 教科書 3284 ラテンアメリカ旅行記 弘学社 1,980 オンライン特設
スペイン語 スペイン語Ⅲ た 武田和久 木6 春期 教科書 3285 スペイン語作文初級コ－ス   同学社  1,980 オンライン特設
ドイツ語 ドイツ語Ⅲ わ 渡部敏一 2 17 月4 通年 教科書 3286 Deutsch furs zweite semester /新ドイツ語を楽しもう  第三書房 1,650
英語 英語Ⅰ わ 渡邊浩子 1 26,29,34 月3,木1,木3 通年 教科書 3287 Listening Promoter for the TOEIC Test /TOEICテストリスニング徹底演習 成美堂 1,210


