
■付属資料は下記のアイコンにて表示してあります。

●初級文法

●初級文法

CEFRは表現の内容にもとづくレベル分けな
ので、文法の難易度を問題にしません。実際、
A1レベルの表現でも、複雑な文法を前提にし
ていることがよくあります。これに対応するに
は、文法はあまり気にせず、文型のパターンを
覚えるのが一つの方法となりますが、理屈抜き
で覚えるのは、それはそれで難しいものです。
本書は、ドイツで出版されているCEFRのため
の教科書にもとづいて文法項目のレベル分け

を行いました。基本はA1レベルの文法ですが、
一通りの文法を全般的に習得することを念頭に
置いているため、一部A2レベルやB1レベルの
文法項目も練習する形になっています。そうし
た「高度な」文法はレベル表示に従って後回し
にすることもできます。他にもCEFRを意識し、
自己表現のための多彩な語彙目録を用意しまし
た。文法の教科書でありながら、能動的な発
信にも重点が置かれています。

清水翔太 + 嶋﨑啓 + 小原森生 = 著
定価（本体2,400円＋税）　ISBN978-4-255-25448-7B5判／2色刷／16課／96頁

225448

225449

●クォーター制・セメスター制での授業計画
がたてやすい、0課としてアルファベート
と発音ルールと本編全15課で構成された、
すっきりとしっかり学べる初級文法教科書。

●各課の学習項目ごとに用意された《確認問
題》で理解度をチェック。

●各課末の《練習問題》でしっかり復習し理
解を深める。

●さらに学習事項が反映された無理のない分
量のシンプルなMini-Dialogで教室や自宅
でリスニングや発音を簡単にチェック。

●スムーズな理解を導く《ポイント》アドバイス
や解説文。

●各課に挿入されたWortschatzで基本語彙
力の確認と向上！

●《巻末付録》では時刻や数字表現の補足事
項を確認。そして《文法補足》では中級文
法への架け橋となる知識が確認できる!

早川文人 + 佐藤文彦 + 西出佳代 = 著
定価（本体2,300円＋税）　ISBN978-4-255-25449-4B5判／2色刷／0課＋15課／112頁

フリューゲル ─ CEFRを意識したドイツ語文法
Flügel -Deutsche Grammatik für Niveau A1 (+ A2 u. B1)

ドイツ語いいじぃ？ いいげんて! ─ 初級ドイツ語文法
Deutsch? Versuch’s doch mal!

ドイツ語新刊テキストのご案内
2022

教授用資料有

学生用
特設ホームページ有

献呈用DVD有付属別冊有

学生用無料音声有
（WEB上で音声をストリーミング

再生・ ダウンロードできます）

献呈用CD有

補足冊子有
（学生人数分を無料送付orダウン
ロード。冊子は、要別途申し込み）

教授用
パワーポイント有PPT

PPT

PPT用コンテンツ
をご用意!



PPT

●副教材（単語）

●初級総合

●初級文法読本・映像付

●【でる順】ドイツ語単語帳：独検の過去問題とCEFR
対応のドイツ語教科書を独自にデータベース化し、
頻出度を分析しています。他にはない「でる順」ドイ
ツ語単語帳です。

●【独検対策＆CEFR対応】：独検5級～3級、CEFR 
A1～A2レベルの基礎単語800語を厳選し、テーマ
別、品詞別の順に整理し、さらに頻出度順に掲載し
た画期的な単語帳です。

●【10週間で800語】：一日に見開き1ページ16語ずつ
学習すれば、10週間で効率的に基本の800語をマス
ターできます。オンライン授業用の副教材やリモート

授業の課題としても導入しやすい語彙数となってい
ます。

●【無料専用ソフト】：無料公開中の専用ソフトを使用
すれば、スマートフォンやPCからいつでもどこでも
何度でも練習できます。「完全頻出度順」など15パ
ターンの練習方法をお試しください。

●【活用もまとめて覚える】：名詞では定冠詞と2格、
複数形（「der Morgen -s/-」など）を、動詞でも注意
すべき変化（「haben hast hat hatte gehabt」など）
を掲載することで、費用対効果の高い単語帳になっ
ています。

川村和宏 = 著
定価（本体1,600円＋税）　ISBN978-4-255-25452-4B6判／4色刷／10セクション／120頁

225452

225450

225451

第1部：会話
●発音練習（6頁）から始まり、 

全10課（40頁）の構成
●1頁目はイラストで基礎語彙を学び、

2頁目以降は、テーマに従った会話の練習
●学習範囲は副文まで
●付録：写真付メニューとクイズ、メール、

読物「ベルリンの壁の崩壊」と映画紹介

第2部：文法
●10課（20頁）＋補足（2頁）
●学生の疑問を汲み取る見出しで、

参考書としても役立つ文法解説

第３部：復習ドリル
●10課（10頁）
●書いて復習する練習問題

●好評をいただいているランデスクンデ映像付き教科書が、練習問題を新たに、生まれ
変わりました。 

●基本的な文法事項を簡潔に示し、ドイツ語の構造をおぼえることを最優先に考えまし
た。各課の最初にその課で学ぶ文法項目の短い例文を置きました。なじみにくい文法
用語をかみ砕いたやさしい言葉で説明してあります。ドイツ語文は日常会話でよく使わ
れる短文としました。 

●また、各課にランデスクンデとしてLesetextとコラムを配しており、ドイツ事情を特設
HPからストリーミング再生で見ることができます。

羽根田知子 + 熊谷知実 + ハイケ・ピナウ ＝ 著

春日正男 + 松澤淳 = 著　／ Wolfgang Schlecht  = 協力

定価（本体2,500円＋税）　ISBN978-4-255-25450-0

定価（本体2,500円＋税）　ISBN978-4-255-25451-7

B5判／4色刷／0課＋10課／96頁

B5判／4色刷／15課／96頁

独検・CEFR対応 頻出度順ドイツ語単語800
Grundwortschatz Deutsch: 
800 Wörter für die Stufen A1/A2 und Diplom Deutsch in Japan, Stufen 4 und 5

クマといっしょにドイツ語 ― 1.会話 2.文法 3.復習ドリル ― 

わかるぞドイツ語! みえるぞドイツ! WEB改訂版 

Bärenhunger auf Deutsch

Deutschland, wie es ist verbesserte Auflage + WEB! 

http://text.asahipress.com/free/german/video-sample/

★対応ソフトあり

PPT用コンテンツ
をご用意!

★「YouTube 解説動画」も！
サンプルはこちら▶︎

準備中



ご入用の先生は、朝日出版社 第一編集部（euk@asahipress.com）までご連絡く
ださい。本サイトのURLをお送りいたします。アカウントやパスワード等は不要です。
なお、このURLは年度ごとに変更されます。

●初心者と既習者の両方に対応した、ドイツ語初級文法のドリ
ル式の練習帳です。教科書の文法説明や文法練習問題の不
足を補うことを主たる目的としています。

●初級文法を終えた学生の指導には、復習用の教材として、
あるいは基礎編の後半から使用する、発展編のみを復習と
して使用する、などの使用が可能です。

●全27課、基礎編と発展編の2部構成になっています。基礎
編は、文法項目のコンパクトな説明と例文ともに、活用・空
所補充・整序問題を、発展編は、日本語訳・ドイツ語訳を
中心に構成しています。

●なお、例文を含めた全ての練習問題に用いられている語彙
は、一般に日本でドイツ語を学ぶ上で必要とされる極めて重
要な基礎語彙を厳選しています。

●基礎編の各課の最後には、特に覚えておいた方が良い単語
をリストアップし、解答に必要な範囲で初出の単語にはすべ
て注釈を付けました。

●基礎編に登場する例文の音声、及び全語彙のリストはＨＰに
掲載しています。

●ご採用の、ご希望の先生方へは、学生の人数分の解説冊子
をお送りします。

薦田奈美 ＋ 山口久美子 ＋ 岡部亜美 ＋ 河崎靖 ＝ 著
定価（本体1,500円＋税）　ISBN978-4-255-25430-2B5判／2色刷＋1色刷／基礎編・発展編 各27課／96頁

どんどん解ける! ドイツ語ドリル
Schritt für Schritt zum Erfolg!

●中級トピックス

新たな中級読み物の誕生です！
D = Deutschland、 A = Österreich/Austria 、 CH = die Schweiz/Confoederatio Helvetica：
ドイツ語圏の３カ国から、毎年旬な話題を10個お届けします。いくつかのトピックスには簡
単な現地映像やインタビューをご用意。ニュースだけでは分からない、DACHの人々やそ
こでの出来事などを垣間見れることでしょう。
＊『時事ドイツ語』は昨年度をもって最終版となりました。約30年の長きにわたり、親しみを持ち続けてい

ただきまして、誠にありがとうございました。

Diana Beier-Taguchi + 田中雅敏 = 著
定価（本体1,900円＋税）　ISBN978-4-255-25454-8B5変形判／1色刷／10章／52頁　

225454

DACH・トピックス10 2022年度版 
Menschen in DACH 2022 – 10 Themen aus den deutschsprachigen Ländern – 

●副教材（問題集） 225430

好評おすすめテキスト

★ストリーミング映像あり!

朝日出版社では、従来どおり冊子（紙媒体）での教科書見本のほか、新たに「審査用見本
デジタル版」閲覧サービスも開始いたしております。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、先生個人のID・パスワードが必要とな
ります。IDやパスワードがご不明の場合は euk@asahipress.comまでお問い合わせくだ
さい。なお、2022年度新刊につきましても随時公開を予定しております。
　また、ご採用のうえご希望の先生には「透かしのないバージョン」（e献本）もご用意して
おります。著作権保護の観点から、PDFそのものの譲渡は控えさせていただいておりま
すが、オンライン授業でもご活用いただけます。
※「e献本」につきましてはダウンロードやプリントアウトは出来ない仕様となっております。

第1巻、第2巻
好評発売中!

 DVD 映像で見るドイツ 審査用見本デジタル版 閲覧サービス開始のご案内

弊社の教材をご採用いただきましたクラスへは、インターネット
版を無料でご提供いたしております。

★サンプル映像はこちらからご覧いただけます。 使い方動画はこちらから▶

http://text.asahipress.com/free/german/video-sample/ http://text.asahipress.com/free/player/index.html?bookcode=publus-deutsch

（1）ISBN978-4-255-01103-5   
（2）ISBN978-4-255-01159-2

定価各（本体2,500円+税） 

サンプル

mailto:euk@asahipress.com
mailto:euk@asahipress.com%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%8A%E5%95%8F%E3%81%84%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B%E3%81%8F%E3%81%A0
http://text.asahipress.com/free/german/video-sample/
http://text.asahipress.com/free/player/index.html?bookcode=publus-deutsch
https://text.asahipress.com/free/player/index.html?bookcode=publus-deutsch
http://text.asahipress.com/free/german/video-sample/


パワーポイント作成のためのコンテンツをご用意。
主に各TEILごとを1ページとし、音声も貼り付けています。
各授業にあわせて自由に加工してお使いいただけます。

（注：学生への配布は禁止いたします）

※「シュピッツェ !  2」のファイルは2022年3月完成予定です。

授業支援になるコンテンツのある教科書

A4判／4色刷／12課／96頁／別冊Arbeitsbuch　定価（本体2,700円+税）

新倉真矢子 + 正木晶子 + 中野有希子 = 著
ISBN978-4-255-25422-7 ISBN978-4-255-25439-5

シュピッツェ ! 1
コミュニケーションで学ぶドイツ語

シュピッツェ ! 2
コミュニケーションで学ぶドイツ語

Spitze! 1 Spitze! 2

PPT用コンテンツ

サンプルは
こちら　▶ 

〒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/german/（URL） 

ご授業で使用することを考え、音声は貼り付け、動画はリンクとしました。
文法ページには、著者の文法解説音声も新たに加え、自習用としてもお使いいただけます。

（著者文法解説音声あり／なしの両バージョンをご用意いたします）
ご希望の方は、ご採用決定後に直接弊社までご連絡ください。生協や大学書店を通じてのお申し込みはできません。

清野智昭 = 著

定価（本体2,600円＋税）
ISBN978-4-255-25393-0

B5判／4色刷／12課／70頁／学生用文法補足集＊、追加練習プリント＊、ドイツ語手帳＊

＊補足用副教材「学生用文法補足集」、「追加練習プリント」、「ドイツ語手帳」は教科書に添付を
しておりません。教科書記載の特設ホームページからpdfファイルをダウンロードしてください。

ドイツ語の時間〈恋するベルリン〉Web改訂版 エピローグ付
Meine Deutschstunde 
Auf geht's nach Berlin! und danach

pdf ＋ 文法音声解説

※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。

特設HP付き  ※教科書記載のURL からご確認ください。

●アプライゼ 伝え合うドイツ語
●イン・ドイチュラント －ドイツ語インフォメーション 映像付－

●ドイツ語の時間 〈ときめきミュンヘン〉コミュニカティブ版
－マルチメディア－

●ドイツ語の時間 〈話すための文法〉web練習問題付

献呈DVD の動画を、学生がいつでも見られるストリーミング形式
にして配信している教科書も多数ございます。詳しくはカタログの 
音声・映像ストリーミングあり  マークをご確認の上、お問い合わ
せくださいませ。

先生用PPT付き
●イラストでわかる! ドイツ文法と単語トレーニング ★

●ローツェ －予習・確認・復習で達成するドイツ語－ ★

●つながるドイツ語みっとりーべ ★
●ドイツ語を読む 改訂版 ★

●プリマ・プルス ★
●ドイツ美術の旅 ★
解説動画

●ミニマムドイツ語・ノイ （URL は教科書記載）
●イラストでわかる! ドイツ文法と単語トレーニング ★

●ローツェ －予習・確認・復習で達成するドイツ語－ ★

各課ごとの
pdfをご用意!

※Webブラウザ上
では動作しません。
ダウンロードして
ご確認ください。

サンプルはこちら▶ 

★ご採用決定後にしかお渡しできないもの

PPT

サンプルは
こちら　▶ 

サンプルは
こちら　▶ 

PPT用コンテンツ
をご用意!

mailto:euk@asahipress.com
https://text.asahipress.com/german/
https://text.asahipress.com/free/german/spitze1/ppt-sample.pptx
https://text.asahipress.com/free/german/MD-koisuru/shien-pdf-sample.pdf
https://text.asahipress.com/free/german/sample/content/
https://text.asahipress.com/free/german/sample/content/index.html#kaisetsu-video
https://text.asahipress.com/german/



