テキスト一覧（2019.10.1以降）
2019年度開講講座で使用するテキストを購入希望の方は受講料納入時に合わせてお振込みください。

「昭和史セミナー ～戦前政党政治の形成と崩壊～」
「英語でふるさとガイド2019 【半田市共催】」
講座ID:219101

戦前日本の安全保障

講座ID:219213

-

オリジナルテキスト

出版社:講談社現代新書
ISBN:978-4-06-288190-6
価格：税込924円

「English for career up 1 水曜日コース」

「はじめての古文書」
講座ID:219105

講座ID:219214

近世古文書 解読字典
出版社:柏書房
ISBN:978-4-7601-0003-3
価格：税込2,776円

（メディアで学ぶ日本と世界2018）
出版社:成美堂
ISBN:978-4-7919-3425-6

価格：税込2,200円

「English for career up 1 土曜日コース」

「Begin with English」
講座ID:219201

Meet the World 2018

Breakthrough Plus Intro

講座ID:219215

出版社:Miles Craven, Macmillan
ISBN:978-1-7863-2937-0
※2018年度「Breakthrough Beginner」講座と同じテキストになります。

価格：税込2,970円

Meet the World 2018
（メディアで学ぶ日本と世界2018）
出版社:成美堂
ISBN:978-4-7919-3425-6

価格：税込2,200円

「聞けた！話せた！簡単英語！」
「English for career up 2 火曜日コース」

Hello New York!

講座ID:219216

（映像で学ぶ はじめての NYホームステイ）
出版社:金星堂
ISBN:978-4-7647-4011-2
講座ID:219202

テキストは講座内でご案内します
価格：税込2,750円

「English for career up 2 土曜日コース」

「聞けた！話せた！簡単英語！」

18-'19 Watching Joyful

-

講座ID:219217

*CD付

出版社:浜島書店

Jump into the World through News
in English
出版社:三修社
ISBN:978-4-384-33484-5

価格：税込682円

価格：税込2,090円

「Basic English Conversation」
講座ID:219203

「英語上級者への道」

World Link 3rd Edition Level 1
Student Book
出版社:Cengage Learning
ISBN:978-1-3056-5078-7

講座ID:219218
テキストは講座内でご案内します
価格：税込2,761円

「Step Up English 水曜2限」
講座ID:219204

「だれでもできる！中国語入門+α」

Making Friends 2

講座ID:219219

オリジナルテキスト

-

(1.中国語会話入門 2.中国語会話入門Ⅱ)

出版社:マクミラン ランゲージハウス
ISBN:978-4-7773-6168-7

※2016年度・2017年度・2018年度と同じテキストになります。
価格：税込2,530円

価格：税込2,800円

Enjoy English
講座ID:219205

-

「もっと話そう！中国語初級」

World Link 2 (Third Edition)

講座ID:219220

出版社:Cengage Learning
ISBN:978-1-3056-5099-2

-

オリジナルテキスト(もっと話そう！中国語初級(1,2))
価格：税込2,981円

価格：税込1,600円

「Step Up English 木曜2限」
「もっと楽しみに！中国語中級」
講座ID:219206

講座ID:219221

Making Friends 2

オリジナルテキスト(よく読もう！よく話そう！(1,2))

出版社:マクミラン ランゲージハウス
ISBN:978-4-7773-6168-7
価格：税込2,530円

価格：税込1,600円

「誰でも楽しめる韓国語入門」

「Everyday English」
講座ID:219207

Straightforward 2nd Elementary

講座ID:219222

出版社:Macmillan
ISBN:978-1-7863-2761-1

「Power up your English」

NEW CONNECTION Book 1（CEFRA1-A2）

講座ID:219223

講座ID:219224

出版社:Cengage Learning
ISBN:978-4-86312-277-2

出版社:アスク出版
ISBN:978-4-87217-723-7
価格：税込2,200円

「もっともっと楽しめる韓国語アップグレード」

「Let's use English Everyday」
English File third edition Intermediate
Student's Book with iTutor

講座ID:219225

できる韓国語 初級Ⅱ＜新装版＞
出版社:アスク出版
ISBN:978-4-87217-886-9
※2016年度・2017年度・2018年度と同じテキストになります。

価格：税込3,927円

「Challenge English」

価格：税込2,200円

「スペイン語の世界へようこそ ～入門編～」
講座ID:219226

Pathways 4

アクシオン！《改訂版》
出版社:白水社
ISBN:978-4-560-01700-5

出版社:Heinle Cengage Learning
ISBN:978-1-133-30766-2
価格：税込3,531円

価格：税込2,420円

「ザ・エスパニョール スペイン語 ～応用編～」

「簡単英語で脳トレーニング 【半田市共催】」
講座ID:219212

価格：税込2,200円

できる韓国語 初級Ⅰ＜新装版＞
※2016年度・2017年度・2018年度と同じテキストになります。

価格：税込2,200円

講座ID:219211

出版社:アスク出版
ISBN:978-4-87217-723-7

「もっと楽しいはず・・それが韓国語初級（土）」

Communicate Abroad

出版社:Oxford University Press
ISBN:978-0-194-59710-4

価格：税込2,200円

できる韓国語 初級Ⅰ＜新装版＞
※2016年度・2017年度・2018年度と同じテキストになります。

価格：税込2,420円

「Input ＆Output」

講座ID:219210

出版社:アスク出版
ISBN:978-4-87217-723-7

「もっと楽しいはず・・それが韓国語初級（木）」

講座ID:219208 （4技能を高める英語演習 Book 1 ）
出版社:成美堂
ISBN:978-4-7919-3411-9

講座ID:219209

できる韓国語 初級Ⅰ＜新装版＞
※2016年度・2017年度・2018年度と同じテキストになります。

価格：税込3,080円

※2018年度と同じテキストになります。

-

講座ID:219227

60歳からの英語サンドイッチメソッド
出版社:アスコム
ISBN:978-4-7762-0976-8
価格：税込1,430円

El español：Gramática y ejercicios
スペイン語 文法と練習
出版社:白水社
ISBN:978-4-560-09953-7

価格：税込2,420円

