（備考 2-39）

春季試験間近！

貴店印

検定対策本のご案内

〜主要な第二外国語はすべて揃います！
今年度も以下の日程で秋季検定試験が行なわれます。
中国語（6/26） 韓国語（ハングル検定6/5、TOPIK4/10、7/10）
フランス語（6/19） ドイツ語（6/26）

ご担当

＊ 20 冊以上ご注文の場合、
2 ヶ月延勘

白水社

スペイン語（6/26）
定評ある白水社の検定対策本を、
この機会にぜひ書棚にお備え下さい。

FAX.03-3291-8448

＊受験者数の最も多いのは、どの言語も 3 級、4 級です。

注文数

仏検対策準 1 級・1 級問題集（CD2 枚付）

モーリス・ジャケ、舟杉真一、中山智子編著
A5 判 本体 3200 円 ISBN978-4-560-08741-1

注文数

〒 101-0052 東京都千代田区神田小川町 3-24
tel.03-3291-7811 www.hakusuisha.co.jp/

独検対策 準 1 級・1 級問題集（CD2 枚付）

改訂版【4 刷】

岡本順治、岡本時子編著
A5 判 本体 3400 円 ISBN978-4-560-08706-0

改訂版【6 刷】

岡本順治、岡本時子編著
A5 判 本体 2300 円 ISBN978-4-560-08743-5

モーリス・ジャケ、舟杉真一、中山智子編著 三訂版【2022 年 3 月刊】
A5 判 本体 2200 円 ISBN978-4-560-08935-4

恒吉良隆編著
A5 判 本体 2300 円 ISBN978-4-560-08712-1

仏検対策 2 級問題集（CD 付）

モーリス・ジャケ、舟杉真一、中山智子編著
A5 判 本体 2000 円 ISBN978-4-560-08718-3

仏検対策準 2 級問題集（CD 付）
仏検対策 3 級問題集（CD 付）

小倉博史、モーリス・ジャケ、舟杉真一編著
A5 判 本体 2000 円 ISBN978-4-560-08893-7

仏検対策 4 級問題集（CD 付）

小倉博史、モーリス・ジャケ、舟杉真一編著
A5 判 本体 1900 円 ISBN978-4-560-08870-8

仏検対策 5 級問題集（CD 付）

小倉博史、モーリス・ジャケ、舟杉真一編著
A5 判 本体 1800 円 ISBN978-4-560-08850-0

三訂版

様

独検対策 2 級問題集（CD 付）

【5 刷】

改訂版【4 刷】

独検対策 4 級・3 級問題集（CD2 枚付）

四訂版【6 刷】

新独検対策 4 級・3 級必須単語集（CD2 枚付）

森泉 、クナウプ ハンス・ヨアヒム 著
四六判 本体 2300 円 ISBN978-4-560-08717-6

【4 刷】

スペイン語検定対策３級問題集（CD 付）

三訂版【2 刷】

青砥清一編著
A5 判 本体 2200 円 ISBN978-4-560-08570-7

三訂版【2 刷】

青砥清一編著
A5 判 本体 2100 円 ISBN978-4-560-08754-1

【12 刷】

スペイン語検定対策４級問題集（CD 付）

改訂版【5 刷】

《仏検》準 1 級・2 級必須単語集（CD 付）

スペイン語検定対策 5 級・6 級問題集（CD 付）

《仏検》3・4 級必須単語集（CD 付）

スペイン語検定 5 級・6 級単語集（MP3 CD-ROM 付）

モーリス・ジャケ、久松健一著
四六判 本体 2200 円 ISBN978-4-560-00266-7

久松健一著
四六判 本体 1600 円 ISBN978-4-560-00265-0

DELF B1・B2 対応

新装版【22 刷】

新装版【26 刷】

フランス語単語トレーニング

モーリス・ジャケ、舟杉 真一、服部悦子著
四六判 本体 2600 円 ISBN978-4-560-08904-0

【3 刷】

中国語検定対策 2 級問題集（CD2 枚付）

伊藤祥雄編著
A5 判 本体 2400 円 ISBN978-4-560-08762-6

改訂版【3 刷】

中国語検定対策 3 級問題集（CD2 枚付）

伊藤祥雄編著
A5 判 本体 2300 円 ISBN978-4-560-08750-3

改訂版【3 刷】

中国語検定対策 4 級問題集（CD 付）

伊藤祥雄編著
三訂版【新刊】
A5 判 本体 1800 円（2 色刷） ISBN978-4-560-08929-3

青砥清一編著
A5 判 本体 2000 円 ISBN978-4-560-08755-8

改訂版【6 刷】

青砥清一著
四六判 本体 2100 円（2 色刷） ISBN978-4-560-08664-3

【7 刷】

出題形式別 イタリア語検定 4 級 5 級頻出単語集（CD 付）

畷絵里著
四六判 本体 2100 円 ISBN978-4-560-08685-8

中級韓国語単語練習帳

【2 刷】

ハン検3級準2級TOPIK中級

金京子、神農朋子
四六判 本体 2600 円 ISBN978-4-560-08794-7

韓国語能力試験TOPIKII作文対策講座

吉川寿子、キム・テウン
A5 判 本体 2100 円 ISBN978-4-560-08877-7

