
●Web〈なびふらんせ〉+ポートフォリオで自主的なふりかえり学習もサポート!
235261

なびふらんせ 1 －パリをめぐる－
有富智世 + 喜久川功 + 黒田恵梨子 + 田母神須美子 + 服部悦子 = 著
ISBN 978-4-255-35261-9
235300

なびふらんせ ２ －フランス世界遺産をめぐる－
有富智世 + 安藤博文 + 内田智秀 + 喜久川功 + 服部悦子 = 著
ISBN 978-4-255-35300-5　
定価各（本体2,500円+税）

●詳細な解説と練習問題で、自主学習・アクティヴ・ラーニングに効果的!
235305

三訂版 グラメール アクティーヴ 
－文法で複言語・複文化－
大木充 + 西山教行 + ジャン＝フランソワ グラツィアニ = 著
ISBN 978-4-255-35305-0　定価（本体2,500円+税）

●各課準拠の解説PDFとクイズ形式のWEB問題を収録!
235231

新・彼女は食いしん坊! 1 
－WEBでサポート!－
ISBN 978-4-255-35231-2
235242

新・彼女は食いしん坊! 2 
－WEBでサポート!－
ISBN 978-4-255-35242-8　

藤田裕二 = 著　　定価各（本体2,400円+税）

●映像・音声がWEB上で視聴できるようになりました
235211

パリのクール·ジャパン
藤田裕二 ＝ 著
ISBN 978-4-255-35211-4　　定価（本体2,500円+税）
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◆ 遠隔（オンライン）授業でも！◆

豊富な周辺教材で、対面・遠隔どちらのご授業でも
ご好評いただいているテキストを中心に、

WEB上で映像（と音声）を配信しているテキストをまとめました。

ポートフォリオはこちら

タイトルをクリックすると、準拠HPリンクへつながります。

http://navifr.fj.tokoha-u.ac.jp/wnf/
http://navifr.fj.tokoha-u.ac.jp/wnf/
https://text.asahipress.com/text-web/france/active_call/gaf3/menu.html
https://text.asahipress.com/text-web/france/gourmande1/
https://text.asahipress.com/text-web/france/gourmande2/
https://text.asahipress.com/free/french/pariscool/index.html
https://text.asahipress.com/text-web/france/active_call/gaf_pf.pdf


●全音声・全動画がWEB上で視聴可能
235259

パリ-ボルドー 
－フランスの世界遺産と食文化を巡る旅 1－
ISBN 978-4-255-35259-6
235276

パリ-ブルゴーニュ 
－フランスの世界遺産と食文化を巡る旅 ２－
ISBN 978-4-255-35276-3

藤田裕二 = 著　　定価各（本体2,500円+税）

235262

新装 カフェ・フランセ
ニコラ・ガイヤール + 加藤豊子 + 中川高行 + 
フロランス・容子・シュードル + 柳嶋周 = 著
ISBN 978-4-255-35262-6 定価（本体2,400円+税）

235310

カフェ・フランセ ２
フロランス・容子・シュードル + シルヴィ・恵子・サンジェス + 
加藤豊子 + 中川高行 + 柳嶋周 ＝ 著
ISBN 978-4-255-35310-4　定価（本体2,500円+税）

235297

レフレクション 異文化理解のためのフランス語
國枝孝弘 + パトリス・ルロワ＝著
ISBN 978-4-255-35297-8　定価（本体2,500円+税）

235299

きみはな －きみと話したい！フランス語　スマート版－
大久保政憲 + 木島愛＝著
ISBN 978-4-255-35299-2　定価（本体2,400円+税）

初級に必要な約3000語の例文と音声を収録!  

フランス語マルチメディア辞書
（監修 ＝ 大久保政憲）

音声の他に、一部、別冊単語集・問題集のデータをご用意しているテキストもございます。お気軽に
お申しつけ下さい。

朝日出版社では、従来どおり紙媒体での教科書見本に加えて、新たに「審査
用見本デジタル版」閲覧サービスにつきましても2020年秋より開始いたし
ます。次年度の教科書をご審査いただくにあたって、時間と場所にとらわれ
ず、さまざまな教科書の見本をご覧いただけるようになります。是非ともご
活用ください。
「審査用見本デジタル版」を閲覧いただくには、IDとパスワードでのログイ

ンが必要となります。ご登録用IDとパスワードにつきましては、改めてご案
内申し上げます。
　なお、2021年度の新刊は2020年11月以降から閲覧可能となる予定です。
既刊の教科書につきましては順次掲載してまいります。

https://text.asahipress.com/special/publuslite/

閲覧サービス開始のご案内
審査用見本デジタル版

テキスト
見本例
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◆ 遠隔（オンライン）授業でも！◆

PPTサンプルはこちら

https://text.asahipress.com/text-web/france/bordeaux/
https://text.asahipress.com/text-web/france/bourgogne/
https://text.asahipress.com/text-web/france/cafefrancais/index.html
https://text.asahipress.com/text-web/france/cafefrancais2/index.html
https://text.asahipress.com/text-web/france/kimihana/index.html
http://153.126.195.65/fr_m_dic/index.php?ctrl=contents-search
https://text.asahipress.com/text-web/france/cafefrancais/cafeppt/PPT/ppt1.zip
https://text.asahipress.com/free/french/reflexion/index.html


VII

◆ 好評お薦めテキスト ◆

VI

◆ 2021年 新刊 ◆

●映像付・中級総合 235320

マエストロ ２ 実践フランス語 中級
Maestro 2 méthode de français

ヴァンサン・デュランベルジェ + 北村亜矢子 ＝ 著

A4判 / 24課 / 136p. / ４色刷
定価（本体2,700円+税）　ISBN 978-4-255-35320-3

T M

●映像付・初級総合 235307

マエストロ 1 実践フランス語 初級
Maestro 1 méthode de français

北村亜矢子 + ヴァンサン・デュランベルジェ ＝ 著

A4判 / 24課 / 136p. / ４色刷
定価（本体2,700円+税）　ISBN 978-4-255-35307-4

準拠HP・パワーポイントで遠隔授業にも対応!
この教科書は、ヨーロッパ言語共通参照枠A1レベルのコミュニケーション能力を身に
つけることを目標にしています。
各課では、まずビデオを使って大まかに理解する力をつけます。続いて、自ら発見する
形で文法規則や発音のルールを学び、楽しみながら行える様々なアクティビテを通して
学習事項を定着させます。ペアやグループワークを多用し、クラスでフランス語を使う
機会を最大限に増やしました。各課最後のLe petit challengeでは、フランス語圏の
文化に触れながら、より実践に近い形でフランス語を使う喜びを味わってください。
※Une version française de cette introduction est sur le site des Editions ASAHI.

● 本文レイアウト見本
● 本文レイアウト見本

『マエストロ 1』の続編! 
より実践に近い形でフランス語を使う喜びを味わう
Maestro 2は、フランス語のコミュニケーション能力を身につけることを目的とした、対面授業にもオンライン授業にも対応でき
る中級レベルの教材です。
視覚、聴覚、想像力を働かせて必要な情報を得る力を鍛えるビデオ、学習者が自ら発見する形で学ぶ文法規則や発音ルール、
楽しみながらフランス語を使い、４技能をバランスよく伸ばす豊富なペアやグループワーク、学習事項を総動員してチャレンジす
るLe petit challenge。一連の活動により、授業はテンポよく進み、学習者を飽きさせません。更に５課終了毎に、フランスの
文化や地理を学びます。authentiqueな内容を理解し、自分で調べた情報をフランス語でクラスメートに教えることに挑戦しま
す。より実践に近い形でフランス語を使う喜びを味わってください。（2021年度はシャドーイング用ビデオを公開いたします。）

Maestro 2 a été conçu pour répondre aux difficultés propres aux étudiants japonais. Destinée à être utilisée 
dans un cadre scolaire en présentiel comme à distance, la méthode Maestro 2 permet aux étudiants de pratiquer 
activement et immédiatement la langue grâce à des exercices systématiques, et de collaborer en réfléchissant 
aux règles de grammaire ou de prononciation qu’ils devront compléter durant les 24 leçons du livre. Maestro 2 
est aussi l’occasion de s’ouvrir progressivement sur la culture française à travers des activités stimulantes.
Maestro 2 dispose de nombreuses ressources pédagogiques complémentaires pour faciliter le déroulement du 
cours : un cahier d’exercices, un DVD, des ressources audio et des activités sur Powerpoint faciles à utiliser 
dans les grandes classes ou dans les cours à distance.

T M

PPTサンプルはこちらよりお問合せください。

https://text.asahipress.com/text-web/france/maestro1/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYyfgacdgBKgZyS200U4KxjYQ1TaosBa9lAuBE2wBD4SymnQ/viewform
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