
遠隔授業おすすめテキスト遠隔授業おすすめテキスト
遠隔授業を支援するコンテンツをご用意しております。詳細は各テキスト
の紹介ページをご覧ください。各テキストのタイトルからHPへリンクします

■�教科書完全準拠パワーポイント：ご採用いただいた先生には教科書準拠の
スライドショーを提供いたします。オンライン授業等でご活用いただけます。
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※学生さんへのデータ提供はくれぐれもお控えください。

■eラーニング教材付き：アプリや電子単語帳のご用意があります。
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■�自習向け
スペイン語文法項目別ドリル問題集 改訂増補版

Ejercicios gramaticales de español clasificados por temas —Edición revisada y aumentada— .....41
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表現のためのスペイン語作文　Expresarse correctamente por escrito .....42

■�オンライン動画（会話や文化紹介）
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　Español Dinámico ~Nueva edición~ .....4
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■�オンライン動画（文法解説映像）：反転授業でもお使いいただけます。

プラサ・マヨールⅠ 改訂ソフト版 ─ベーシック・スペイン語─
Plaza Mayor Ⅰ ～ Español básico ～ Nueva Edición .....4

プラサ・マヨール Ⅰ 改訂版　─コミュニケーション・スペイン語─
Plaza Mayor Ⅰ ～ Español comunicativo ～ Edición Revisada .....17

プラサ・マヨールⅡ 改訂版 ─レベルアップ・スペイン語─
　Plaza Mayor Ⅱ ～ Español avanzado ～ Edición Revisada .....34

■�オンライン動画（オリジナルソングと歌詞）：課題授業の一環として。

響く音
ね

 ! スペイン語　¡Así suena! .....15

■朝日出版社のテキストをご採用の先生限定！
＜スペイン語映像素材集＞はこちら
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