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請求記号 タイトル 著者 出版者 出版年

N860-6C スペイン語の贈り物 福嶌教隆著 現代書館 2004.8

N860.7-171 スペイン語の落とし穴 エミリオ・ガジェゴ著 白水社 2009.10

N860.7-172 スペイン語練習ドリル : 基礎徹底マスター!
福嶌教隆, ナカガワ・
マルガリータ著

日本放送出版
協会

2010.2

N860.7-175 映画に学ぶスペイン語 : 台詞のある風景 柳原孝敦著 東洋書店 2010.6

N861.1-5 スペイン語リスニング : Español 中島聡子著 三修社 2010.5

N864-17
スペイン人はこう話す! : 気持ちを伝える視
覚表現150

青木文夫 [ほか] 著 芸林書房 2004.7

N864-23
!スペ単! : 頻度で選んだスペイン語単語集
(練習問題つき)

GIDE語彙研究班編 朝日出版社 2006.11

N864-R-26
Oxford picture dictionary : English/Spanish :
Inglés/Español

Jayme Adelson-
Goldstein, Norma

Oxford
University

c2009

N864-R-27 Spanish English bilingual visual dictionary
[senior editor, Angeles
Gavira

Dorling
Kindersley

2005

N864-28
スペイン語基本単語辞典 : コミュニケー
ションのための必修単語2500 : DELE対策

濱松法子, エンリケ・
アルマラス・ロモ著

南雲堂フェ
ニックス

2009.6

N864-29
使えるスペイン語フレーズ500 : 中級への
ステップアップ

マリャヨランダ・フェ
ルナンデス著

三修社 2009.7

N864-33
キクタンスペイン語 : 聞いて覚えるスペイ
ン語単語帳

吉田理加著 アルク 2011.12

N865-122 わかるスペイン語文法 西川喬著 同学社 2010.10

N865-129 スペイン語力養成ドリル2000題 加藤伸吾著 白水社 2012.7

N865.5-34
En verbos : modelos de conjugación prácticos
regulares e irregulares

Gloria Caballero Gonzá
lez

Anaya c2006

N865.5-35
La conjugación verbal : el uso de los verbos
en el español de España y de América Latina

[redacción, Ana García
Herranz y Ricardo

SM 2002

N865.5-36 Conjugación verbal
[edición, Sofía Acebo
García]

Vox 2008

N865.5-37 Conjugar : verbos de España y de América
Alfredo González
Hermoso

Edelsa 2011

N866-8 スペイン語作文の方法 小池和良著 第三書房 2002.11

N866-8-2 スペイン語作文の方法 小池和良著 第三書房 2006.9

N866-16 スペイン語の表現
長谷川信弥, 山田敏弘
著

白水社 2011.4

N866-17 スペイン語で手帳をつけてみる 秋枝ひろこ著 ベレ出版 2011.12

N867.8-51 スペイン語会話クイックレファレンス
マヌエル・デル・セー
ロ著

第三書房 2004.8

N867.8-60
入門を終えたら接続法を使って話そうスペ
イン語

吉川恵美子著
日本放送出版
協会

2007.2

N867.8-62
会話にスパイスmás másおいしいスペイン
語

森本祐子著
日本放送出版
協会

2008.9

N867.8-65
日常スペイン語会話ネイティブ表現 : 3パ
ターンで決める/ 井上大輔著 : Monica

語研 2010.7

N867.8-66 スペイン語スピーキング
辻本千栄子, 二村奈美
著

三修社 2010.8

司書のおすすめD　第20回 スペイン語を磨く
　展示期間　2013年4～5月

請求記号順
 2013年4月1日発行

神戸市外国語大学 学術情報センター(図書館)



D20
テーマ展示のリストです。

資料探しにご活用ください。

請求記号 タイトル 著者 出版者 出版年

N867.8-67 ホームステイのスペイン語 立岩礼子著 白水社 2010.10

N867.8-68 「食」のスペイン語 高垣敏博著 東洋書店 2010.9

N867.8-69 レヴェル別スペイン語会話表現事典
E. マルティネル [ほ
か] 著

三修社 2011.6

N867.8-70
気持ちが伝わる!スペイン語リアルフレーズ
BOOK

福嶌教隆著 研究社 2012.2

N867.8-71 バルのスペイン語 秦真紀子著 三修社 2012.1

N867.8-74 耳が喜ぶスペイン語
フリオ・ビジョリア・
アパリシオ著

三修社 2012.10
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