
★重版できました！注文数ISBN
978-4-560- 本体価格

08835-7 1,80015日間フランス文法おさらい帳
【改訂版】 中村 敦子 著　★3刷

08691-9 1,600フランス文法はじめての練習帳
 中村 敦子 著　★7刷

08881-4 1,800フランス語っぽい日々
 じゃんぽ~る西 他著　★4刷

08920-0 1,500とってもナチュラル ふだんのひとことフランス語
 トリコロル・パリ 著　★3刷

00488-3 1,800ドイツ語練習問題3000題
【改訂新版】 尾崎 盛景他著　★18刷

00490-6 2,000例文活用 ドイツ重要単語4000
【改訂新版】 羽鳥 重雄 他編　★16刷

06653-9 2,800中級ドイツ語のしくみ
 清野 智昭 著　★15刷

08878-4 2,000造語法で増やすドイツ語ボキャブラリー
 森 涼子 著　★3刷

08513-4 2,400イタリア語練習問題集
【CD2枚付・新装版】 マリーサ・ディ・ルッソ 他著　★12刷

08704-6 2,300新版 スペイン語の入門
【CD付】 瓜谷 良平 他著　★9刷

08784-8 2,200極める! スペイン語の基本文法ドリル
 菅原 昭江 著　★5刷

08883-8 3,300詳説スペイン語文法
 福嶌 教隆 他著　★2刷

08913-2 3,200スペイン語の語源
 岡本 信照 著　★2刷

08863-0 2,200必携ポルトガル語文法総まとめ
 市之瀬 敦 他著　★2刷

00612-2 1,800自習ロシア語問題集
 中村 健之介 著　★26刷

08505-9 2,700最新ロシア重要単語2200
【CD2枚付】 佐藤 純一 他編　★11刷

08917-0 2,100もっと知りたいロシア語　初級から広げ深掘りする
 桑野 隆 著　★2刷

00359-6 2,800中国語実習コース
【CD2枚付・新装版】 張 乃方 著　★11刷

★重版できました！注文数ISBN
978-4-560- 本体価格

08736-7 2,000改訂版 韓国語文法ドリル　初級から中級への1000題
 須賀井 義教 著　★5刷

08809-8 2,200絵でわかる韓国語のオノマトペ　表現が広がる擬声語・擬態語
 辛 昭静 著　★4刷

08696-4 8,000古典ギリシア語文典
 マルティン・チエシュコ 他著　★5刷

00562-0 3,000アラビア語の入門
【CD付・新装版】 本田 孝一 著　★19刷

08887-6 2,800スウェーデン語トレーニングブック
 當野 能之 著　★2刷

06771-0 2,200沖縄語の入門　たのしいウチナーグチ
【CD付・改訂版】 西岡 敏 他著　★16刷

08684-1 1,400フランス語のしくみ
【新版】 佐藤 康 著　★7刷

08668-1 1,400ロシア語のしくみ
【新版】 黒田 龍之助 著　★8刷

00590-3 3,000《CDエクスプレス》古典ギリシア語
【CD付】 荒木 英世 著　★16刷

08885-2 2,400ニューエクスプレスプラス イギリス英語
【CD付】 古家 聡 他著　★2刷

08833-3 3,300ニューエクスプレスプラス グルジア語
【CD付】 児島 康宏 著　★2刷

08879-1 3,400ニューエクスプレスプラス 上海語
【CD付】 榎本 英雄 他著　★2刷

08839-5 2,600ニューエクスプレスプラス 台湾語
【CD付】 村上 嘉英 著　★3刷

08857-9 3,500ニューエクスプレスプラス チベット語
【CD付】 星 泉 他著　★2刷

08788-6 2,500ニューエクスプレスプラス トルコ語
【CD付】 大川 博 著　★5刷

08793-0 2,300ニューエクスプレスプラス フィンランド語
【CD付】 山川 亜古 著　★5刷

08852-4 3,300ニューエクスプレスプラス モンゴル語
【CD付】 橋本 勝 著　★3刷

08780-0 2,600ニューエクスプレスプラス ラテン語
【CD付】 岩崎 務 著　★5刷
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2021 年 11月～ 2022 年 2月のベスト10（この間の新刊は除く）注文数ISBN
978-4-560-順位 本体価格

初級ロシア語20課　【CD付】 13刷  桑野 隆 著08614-8 1,900

ニューエクスプレスプラス アイヌ語　【CD付】 2刷  中川 裕 著08868-5 3,000

ドイツ語のしくみ　【新版】 8刷  清野 智昭 著08656-8 1,300

よく使うイタリア語の慣用句1100 2刷  竹下 ルッジェリ・アンナ、秋山 美野 著08919-4 2,800

フランス文法総まとめ問題集 4刷  東郷 雄二 著08817-3 1,500

DELF B1・B2対応 フランス語単語トレーニング 3刷  モーリス・ジャケ 他著08904-0 2,600

絵で学ぶ中級韓国語文法 9刷  金 京子 他著08705-3 2,600

1日15分で基礎から中級までわかる みんなのドイツ語 2刷  荻原 耕平、畠山 寛 著08905-7 2,200

ニューエクスプレスプラス ロシア語　【CD付】 6刷  黒田 龍之助 著08777-0 1,900

2022.3
【語学書篇】

08851-7 1,600フラ語入門、わかりやすいにもホドがある！ 【CD付・改訂新版】 4刷  清岡智比古著
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※語学検定対策本の注文書は別にございますのでご請求ください。

★白水社ウェブサイト（www.hakusuisha.co.jp/）では、重版や売れ筋の情報を随時掲載しています。どうぞご利用ください。


