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本書は、第2外国語の授業で初めてフランス語を学ぶ
学生が、初級文法の要点を押さえつつ、会話· 聞き取
りなどの豊富なアクティヴィテを通して、フランス語の
基礎を身につけることを目指した初級総合教材です。
導入の0課を除き、構成は各課4ページ、全14課＋補
遺です。
各課見開き1, 2ページ目は文法項目とその練習問題で
す。本書は基礎的な内容理解を重視しているため、各
課で扱う文法項目は厳選し、複雑なものは補遺に入れ
ました。練習問題も同様に、例外よりも基礎的理解を
重視したものになっています。

各課見開き3, 4ページ目は、その課で学んだ主要文法
項目を反映したペア会話練習や音声聞き取り問題、簡
単な作文問題です。特に会話· 聞き取りでは、イラスト
付き語彙群やたっぷりの音声データ、イラストを用いた
問題やペアワークで完成させる表などの多彩なアクティ
ヴィテを設けることで、単調ではなく、学生がより実際
的で楽しく取り組めるよう心がけました。
また、教科書の序盤、中盤、終盤の内容に見合った付
録「チャレンジ」を3ページ設けました。ご活用いただ
ければ幸いです。

吉川佳英子 + 近藤野里 + 棚橋美知子 ＝ 著
定価（本体2,500円 +税）　ISBN 978-4-255-35342-5B5判 / 0課＋14課 / 96p. / 4色刷
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本書は初めてフランス語を学ぶ人のための教科書です。
フランス語の文法を丁寧に学び、基礎がしっかりと身
につくよう留意しました。
1課は4ページで構成されています。見開き2ページに
文法の説明をまとめ、文法項目ごとに「確認」の問題を
配置しています。また、つづりと発音の規則が少しず
つ定着するよう、知識を固めるためのPrononciation
を各課にもうけ、全体を通して、なるべく単語に発音記
号を記すようにしました。
3ページから4ページにかけてのExercicesは、文法問
題、並べかえによる作文、聞き取り問題、ミニ会話の

練習という構成です。「読む」「書く」「聞く」「話す」とい
う言語の4技能を、初級のうちからバランス良く向上さ
せることを目指しています。
さらに4ページ目のコラムでは、様々な分野の専門家が
捉えた「フランス語圏の文化」を紹介しています。コラ
ムを読み、「問い」への回答を考えることで、テーマに
関する理解をさらに深めることができるでしょう。
なお、特設 HPでは、コラムのいくつかにちなんだ、
現地の雰囲気が味わえるおまけ動画を提供します。

近江屋志穂 + 竹本研史 ＝ 著
定価（本体2,300円 +税）　ISBN 978-4-255-35339-5B5判 / 0課＋15課 / 112p. / 4色刷
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本書は，一年間でフランス語の初級文法を一通り理解
するための初学者向けの教科書です．無理のないペー
スで学習が進められるように，いくつかの工夫をしま
した．
 ・ 本課の前に，フランス語の「音」と「文法」の特徴を

つかむための「準備体操」のページを設けました．
 ・ 各課は見開き2ページ構成です．左ページでは文法の

ポイントを丁寧に説明することを心がけ，規則の網
羅は避けました．その課で学ぶ表現を用いたmini-
dialogueも紹介しています．右ページのExercices
には聞き取り練習ができる音声問題を交えました．

 ・ 4課ごとに挿入されている復習問題と補足的な文法説
明は，授業進度に応じて，ふりかえりや更なるステッ
プとしてご利用可能です．

 ・ 各課の新出単語が多くなりすぎないように配慮し，仏
検5級レベルの単語を多く取り入れました．辞書代わ
りの「単語集」と書き込み式「書き込み復習ノート」
を別冊として用意し，語彙の定着も目指しています．

＊別冊（書き込み復習ノート・単語集・文法補足）あり
＊別冊の文法補足には、教科書にのっていない項目（話

法、単純過去など）の説明と練習問題を所収。

西部由里子 ＝ 著
定価（本体2,200円＋税）　ISBN 978-4-255-35326-5B5判 / 準備体操+20課 / 88p. / 2色刷 / ★別冊付

ア・ピエ! — フランス語初級文法
À pied !

長年好評をいただいてきた「時事フランス語」の最新版です。2020年度版から日本人著者
が交代しましたが、初級フランス語の学習を終えた人たちを対象に、フランスおよびフラ
ンス語圏のホットな話題を平易かつ明快な文章で提供するという基本的なコンセプトは変
わりません。学習者はフランス語の基礎を復習しながら、政治、 経済、 歴史、 社会、 産業、 
文化、 教育、 芸術、 スポーツ等々、さまざまな分野の興味深いトピックを通して、言葉の
背景にある社会や文化の多様な広がりを自然に学べるようになっています。巻末には、新
しい綴り字について、従来の綴り字からのおもな変更点をまとめておきました。

●初級文法 ●時事フランス語

●初級会話

●初中級読本

本格的な文法書として定評のあるテキストの
四訂版です。従来の版に引き続き、文法項目
は単純過去や接続法までしっかりと学べるよ
うになっています。今回の改訂では、従来の
版では15課で扱っていた「疑問副詞を用いる
疑問文」を早い段階の5課に移しました。練
習問題、version、thèmeは半分以上を新し
い内容に差し替えました。改訂に際しては、
これまでの版の方針を堅持して、学生が日本

語に訳しにくい抽象的な内容のものを避け、
具体的な内容のものにすることに留意しまし
た。例文、問題ともに阪大の2名のネイティブ
専任教員による入念なネイティブ·チェックを
受けて、自然で生き生きとしたフランス語に
なるように配慮しています。形としてはオーソ
ドックスな文法書ですが、文法から会話など
の実践的なフランス語につながるように心が
けています。

大阪大学『新·フランス語文法』編纂部会 ＝ 著 石井洋二郎 + ミシェル・サガズ ＝ 著
定価（本体2,300円 +税）　ISBN 978-4-255-35338-8 定価（本体1,900円＋税）　ISBN 978-4-255-35343-2B5変型判 / 18課 / 128p. / 2色刷 B5変型判 / 20課 / 96p. / 1色刷

235338 235343
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235184235331

『フランス語コミュニケーション入門』 Sur le 
pont は日常会話の習得に必要な基礎を学ぶ
ための教材です。そのため本書ではまず会話
モデルを提示しました。その後に、適切な語
彙を使った置き換え練習や難易度順の聞き取
り練習を置きましたので、会話モデルをしっか
り身につけることができるようになっています。
また日本人学習者の弱点となる発音の練習を
各課のはじめに設けました。これにより、各

課の中で、学習者は自信を持って学習に取り
組むことができるようになると思います。
本書は、なによりも授業中に教室の隣の人と絶え
ずフランス語によるコミュニケーションを行いな
がらフランス語学習を目指す教材です。改訂版に
あたり、例文を改めて点検し修正の上、いっそう
自然なやりとりができるように工夫しました。
また新しい地域圏を記載したフランスの地図
も追加しました。

「«T’en penses quoi ?» これ、どう思う？」は、フ
ランス語の初級文法を学んだ方に向けた講読テキ
ストです。«T’en penses quoi ?»とは、カジュア
ルなことからディープな話題まで、どんな会話でも
使える問いかけです。
　従来のテキストは、長文読解や文法の復習を主
な目的としていました。しかし本書はタイトル通り、
日常に身近な12のトピックについてみんなで考え、

「これ、どう思う？」と語りあうまでのプロセスを重

視しています。学習者の専門や世代を問わず、フ
ランス語と日本語のはざまでじっくり考え、意見を
交わすことを促すためです。
　4つのセクションは、誰もが経験する普遍的な
テーマを扱い、12の章もすべて能動的な不定詞を
冠しています。きちんと文法を復習したうえで、本
文、コラム、キーワードから自由に発想を広げ、「い
まの社会」や「これからの自分」について、みんな
が話し合える一冊です。

青木・ライエブ ヤミナ + 藤井フランソワーズ + ジャン=フランソワ グラヅィアニ + 西山教行 ＝ 著

福田美雪 + ジョルジュ·ヴェスィエール ＝ 著

定価（本体2,500円 +税）　ISBN 978-4-255-35340-1

定価（本体2,200円 +税）　ISBN 978-4-255-35331-9

B5判 / 20課 / 128p. / 4色刷

B5判 / 12課 / 80p. / 4色刷

新·フランス語文法 四訂版 時事フランス語 −2023年度版−
Nouvelle Grammaire Française À la page 2023 – variétés françaises –

フランス語コミュニケーション入門 改訂版

これ、どう思う? 語りあうための中級フランス語読本 

Sur le pont 2e édition

T’en penses quoi ?

コフレ フランス語基礎単語集
Coffret

●初級文法〈好評既刊〉

●副教材〈好評既刊〉

235326

235301

フランス語でまず覚えておきたい約1800語を
集めました。勉強をはじめたばかりの人、基礎

（A1, A2）レベルのまとめをしたい人のための
単語帳です。
毎日の暮らし、学校や仕事のなかで、かんた
んなフランス語でやりとりをする時によく使う
ものばかりです。
各章は、3つのパートに分かれています。初
めのパート2ページは、もっとも使用頻度が

高い単語です。フランス語をはじめたばかり
の人は、この2ページをまず覚えていきましょ
う。第２、第３パートと、順に身につければ、
コミュニケーションはより豊かになるでしょう。
各章のおわりには、力だめしのクイズを付け
ました。
いつも単語帳を開くのが楽しみになるような、
イラストもたくさんあります。

杉山香織 + 野澤督 + 姫田麻利子 ＝ 著
定価（本体1,300円 +税）　ISBN978-4-255-35301-2B6判 / 136p. / 2色刷
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B6変型判 / 400p. / 項目数総計535
定価2,750円（本体2,500円＋税10％）  
ISBN 978-4 -255-01168-4

【この本の特色】
●この本は仏検実施機関公認の公式辞典です。
●３級、４級、５級の問題はすべてこの辞典に掲載された語から作成。
●３級760語、４級400語、５級560語の計1720語を級ごとに

色分け収録。
●新つづり字も併記し、新しいフランス語の表記にも対応しています。

　　  で確認、　　　で定着!
テーマ別見開き練習問題＋WEBで
仏検５級・４級レベルの文法がしっかり身につく

〒101-0065 東京都千代田区西神田 3-3-5  
TEL：03-3239-0271（教科書直通電話）  FAX：03-3239-0479（教科書直通FAX）
euk@asahipress.com（e-mail）  
https://text.asahipress.com/french/（URL） 

遠隔授業を支援するコンテンツをご用意しております。
■ 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!
●なびふらんせ 1 －パリをめぐる－　　
●なびふらんせ 2 －フランス世界遺産をめぐる－
■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!
●三訂版 グラメール アクティーヴ −文法で複言語・複文化−

■準拠HP・パワーポイントをご用意!  
●マエストロ 1 実践フランス語 初級
●マエストロ 2 実践フランス語 中級
●新装 カフェ・フランセ　
●カフェ・フランセ 2

★パワーポイントで音声・解答の指示もスムーズに。
●ラ・フォーレ 新訂版 —フランス語基礎文法—
●くわしく学ぶ フランス語の基礎
■全音声・全動画が WEB上で視聴可能
●パリ-ボルドー −フランスの世界遺産と食文化を巡る旅 1−
●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−
●パリのクール·ジャパン
●新・彼女は食いしん坊! 1 −WEBでサポート!−
●新・彼女は食いしん坊! 2 −WEBでサポート!− 
●レフレクション 異文化理解のためのフランス語
●きみはな −きみと話したい!フランス語　スマート版−

■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

※見本のご請求はお電話、FAX、ハガキ、
e-mail、HP上にて随時承っております。

※なお、本ご案内中の各種情報は変更にな
る場合がございます。予めご了承下さいま
すようお願い致します。

フランス文学にまつわる主な事象をこの一冊にまとめました。
コンパクトサイズの事典でありながら、作家数279、作品数171、事項数85と充実の内
容となっています。
アップデートにあたり、8項目を追加。

「作家項目」は文学史に名を残している作家をできるだけ多く採用し、略歴、代表作、特
徴を最新の見方によって解説。「作品項目」は文学史的に意義を持つ代表的なものに限り、
執筆あるいは出版の経緯、あらすじ、構成、特色、歴史的意義などを解説しています。

●一般書籍

（1204）

（1247）

フランス文学小事典 増補版

岩根久 + 柏木隆雄 + 金崎春幸 + 
北村卓 + 永瀬春男 + 春木仁孝 + 
山上浩嗣 + 和田章男 ＝ 編

仏検公式基本語辞典
3級・4級・5級 新訂版
公益財団法人 フランス語教育振興協会 = 編
北村卓 = 編集責任者

新書判 / 336p. / 見出し語1720
定価2,750円（本体2,500円＋税10％）  ISBN 978-4 -255-01204-9

文字検索機能の
ついた

電子版はコチラ!

仏検３·４·５級対策に!

【この本の特色】
●初学者が解きやすい、テーマ別見開き文法練習問題集
●問題を解くのに必要な語句やヒントも提示されているので、

この１冊だけで復習できる
●WEBに音声・文法解説・辞書・追加練習問題・コラムを掲載
B5判 /16セクション＋チャレンジ問題 / 80p.　
定価1,496円（本体1,360円+税10％）  ISBN 978-4 -255-01247-6

大久保政憲 ＝ 著

WEBサンプルは
こちらから!

（1168）

３級、4級、５級試験の
全問題はここから作成!

電子版は文字検索が
可能になりました!

詳細は
こちらから!

音声がつきました

クリエイターズスタンプ
全全40種類

フランス語を話すキツネとオンドリ
Les renards et le coq francophones
フランス語の世界にやってきたキツネ・コギツネ、
そしてトリコロールのコミカルな雄鶏も加わって、
みんなでB

ボンジュール
onjour！ https://text.asahipress.com/text-web/france/linestamp/kitsune/

フランス語を話すキツネとオンドリ
Les renards et le coq francophones

（イラスト：tama描きおろし）
4040種類




