
★重版できました！注文数ISBN
978-4-560- 本体価格

00099-1 4,700パスポート初級アラビア語辞典
 本田 孝一 他編　★18刷

00253-7 2,400解説がくわしいフランス文法問題集
 西村 牧夫 著　★24刷

00269-8 2,500コレクションフランス語3 文法
【CD付・改訂版】 田島 宏 編　★16刷

08774-9 2,200フランス語作文ラボ　ニュアンスで使いわけるための添削教室
 クリス・べルアド 著　★5刷

08818-0 2,200フランス文法総まとめ
 東郷 雄二 著　★4刷

08854-8 2,300フランス語発音トレーニング
【増補新版】 菊地 歌子 他著　★2刷

08906-4 2,200フランス語のABC
【新版】 数江 譲治 著　★2刷

08768-8 2,200スタート!ドイツ語A1
【CD付】 岡村 りら 他著　★5刷

08831-9 2,400スタート!ドイツ語A2
 岡村 りら 他著　★3刷

08905-7 2,2001日15分で基礎から中級までわかる みんなのドイツ語
 荻原 耕平 他著　★3刷

08530-1 4,200現代イタリア文法
【新装版】 坂本 鉄男 著　★10刷

08783-1 2,800イタリア語のABC
【CD付・改訂版】 長神 悟 著　★4刷

08617-9 2,300例文で覚える スペイン語熟語集
 高橋 覚二 他著　★8刷

08752-7 2,500極める! スペイン語の動詞ドリル
【CD付】 菅原 昭江 著　★7刷

08803-6 3,900ポルトガルのポルトガル語
【CD付】 内藤 理佳 著　★7刷

00638-2 3,200オランダ語の基礎　文法と練習
【CD付】 クレインス 桂子 他著　★16刷

★重版できました！注文数ISBN
978-4-560- 本体価格

08547-9 3,200くわしく知りたいベトナム語文法
【CD付】 田原 洋樹 著　★7刷

08866-1 3,600ニューエクスプレスプラス アイスランド語
【CD付】 入江 浩司 著　★2刷

08823-4 3,400ニューエクスプレスプラス ウルドゥー語
【CD付】 萩田 博 他著　★3刷

08846-3 2,500ニューエクスプレスプラス オランダ語
【CD付】 川村 三喜男 他著　★3刷

08859-3 2,700ニューエクスプレスプラス 広東語
【CD付】 飯田 真紀 著　★3刷

08815-9 3,400ニューエクスプレスプラス 古典ヘブライ語
【CD付】 山田 恵子 著　★3刷

08791-6 2,700ニューエクスプレスプラス スウェーデン語
【CD付】 速水 望 著　★5刷

08841-8 2,700ニューエクスプレスプラス チェコ語
【CD付】 保川 亜矢子 著　★3刷

08787-9 2,000ニューエクスプレスプラス ドイツ語
【CD付】 太田 達也 著　★5刷

08865-4 3,000ニューエクスプレスプラス フィリピノ語
【CD付】 山下 美知子 著　★2刷

08781-7 2,600ニューエクスプレスプラス ベトナム語
【CD付】 三上 直光 著　★5刷

08779-4 3,200ニューエクスプレスプラス ベンガル語
【CD付】 丹羽 京子 著　★3刷

08849-4 2,500ニューエクスプレスプラス ポーランド語
【CD付】 石井 哲士朗 他著　★4刷

08631-5 2,300ニューエクスプレス インドネシア語単語集
 原 真由子 著　★3刷

08681-0 1,600ラテン語のしくみ
【新版】 小倉 博行 著　★8刷
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2022 年 3月～ 2022 年 6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

ニューエクスプレスプラス アラビア語　【CD付】 4刷  竹田 敏之 著08860-9 2,400

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

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

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 ブラジルポルトガル語　【CD付】 4刷  香川 正子 著08797-8 1,900

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

必携ドイツ文法総まとめ　【改訂版】 23刷  中島 悠爾 、平尾 浩三、朝倉 巧 著00492-0 1,600

つばさ君のウクライナ語 4刷  黒田 龍之助 著08872-2 3,000

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08851-7 1,600
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【語学書篇】

08834-0 3,400ニューエクスプレスプラス ウクライナ語　【CD付】 7刷  中澤 英彦 著
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★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。

※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。


