
■付属資料は下記のアイコンにて表示してあります。

●初級総合＋映像

●初級総合

●好評シリーズ「ドイツ語の時間」に最新の映像付テキストが登場しました。今回の舞台はライプツィヒ。
ゲーテもMein Leipzig lob’ich mir!「私のライプツィヒが好きだ!」と言っています。音大生のミキと一
緒にドイツの日常と文化を体験しましょう。2022年夏のロケで収録した映像には、駅、マルクト、ブティッ
クなど日常的な場所に加え、ワイナリー、環境研究センター、シュタージ博物館などのDialogと、医師、
オルガニスト、平和革命基金理事、語学学校校長のインタビューなどが収められています。

● すべての映 像と音声は PCとスマートフォンで視 聴 可能。12課×各6ページ構成で、Dialog、
Grammatik、Übungen、Lesetext、Projektarbeitで構成されています。学生用には文法補足集と文
法問題集が、先生用には豊富な授業教材（Projektarbeit用のKopiervorlagenや授業のヒント集）が
ファイルの形で用意されています。どんなタイプの授業にも対応可能です。

清野智昭 + Eva Wölbling = 著
定価2,970円（本体2,700円＋税）　ISBN978-4-255-25460-9B5判／4色刷／12課／78頁

225460

225462

「読む・話す・書く・聞く・知る」というドイツ語を学習するうえで重要なポイントをおさえたテキ
ストです。文法を学び、練習問題でチェック。ペアで行う充実した会話練習。比較的まとまっ
た内容を読むLesetextや、表現方法を養うためのSprechen、単語の習得を図るVokabularと
Hören、ドイツ語圏の社会、政治、経済、歴史、文化などを知るWissenと、様々な練習問題や
コラムで学習者を導く手助けをします。好評をいただき、改訂しての新版です。情報を一新し、
よりアクチュアルに!
※文法知識の定着をさらに確認したいとお考えの先生には、教授用資料で従来通りの練習問題もご用意しております。
※ご採用の先生には、音声を貼りつけた、編集可能なパワーポイント用コンテンツをご用意しております。

前田良三 + 髙木葉子 = 著
定価2,750円（本体2,500円＋税）　ISBN978-4-255-25462-3B5判／4色刷／12課／80頁

ドイツ語の時間 〈わくわくライプツィヒ〉
Meine Deutschstunde Mein Leipzig lob’ ich mir!

ドイツ語ナビゲーション 3.0
Navigation ins Deutsche 3.0

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

完全新刊!!撮り下ろし

サンプル・ビデオはこちら▶︎



PPT

◆コンパクトかつテンポよく学習できるよう、学習者が最初に学ぶべき項目を、ドイツ語の使用実態に即して選定し
ています。ドイツ語学習に関する本書のコンセプトは次のとおりです。
●「端折らない」－ドイツ語の初級文法を一通り網羅する。
●「詰めすぎない」－初学者の多様な関心とレベルに対応する。
●「誤魔化さない」－本格的なドイツ語学習への確かな基礎を築く。
●「理解する」－ポイントとなる項目は必ず練習で繰り返す。また、各課にあるコラム「ヒト・クニ・コトバ」では、

国や文化による言語の違いの面白さを、学生にも実感してもらえることでしょう。今回の改訂にあたり、文法
説明を見直し、いくつか追加をしました。それにあわせ、練習問題も見直しています。さらに例文や重要な変
化表の音声も追加収録しました。

◆各課「トピックス・ドイツ」に関連した映像を、webサービス《映像で見るドイツ》より選出し、献呈DVDとしてご
用意しております。

◆教授用資料：Dialog 訳、練習問題解答、単語集、補足練習問題（解答付）、小テスト（解答付）

●会話

●初級総合

●初級文法

耳から入ってくる外国語の響きほど初級者に有益なものはありません。たとえ片言でも「自
分の口から相手に伝えられる」ことを通して、さらなる外国と外国語への関心の扉を開く
のが本書の目的です。
学生への負担を少なく、楽しく学べる工夫もしています。多くのイラストで視覚的な情報を
充実させ、別冊予習用教材には単語集も掲載しました。
本書は会話テキストですが、文法進度は従来的な並びを順守しています。
今回の改訂では、時代の流れに即して使用語彙を見直しました。

●さらに見やすく学びやすい教科書を目指し、解
説文や例文、練習問題、そしてレイアウトを再
調整

●おなじみの「ハイジ」の仲間たちも登場する『別
冊ハイジ練習帳』のハイジ名場面の日本語訳は
やめ、大意をつかむためのリード文に変更した
ことで初中級レベルのドイツ語講読テクストとし
て活用可能

●本体は全13課、各課４ページのコンパクトな構成
●ナビゲーター役のハリネズミがひとこと解説でサ

ポート

●「発音」から「接続法」まで初級文法の重要項目
をすべて網羅

●「一目でわかる」ことを目指した、ポイントを絞っ
た簡潔な文法説明

●各課は、見開き２ページの文法説明と、練習問
題（Übungen）・簡単な会話（Sprechen wir）・
文法補足（INFORMATION）から構成

●予習・復習・リスニング練習に利用できる音声
付きの練習問題（Übungen）

●全編学習すれば、日常会話はもちろん、中級レ
ベルも目前!

在間進 = 著
定価2,860円（本体2,600円＋税）　ISBN978-4-255-25463-0B5判／4色刷／12課／80頁＋別冊予習用教材

225463

225459

225466

大薗正彦 ＝ 著

松鵜功記 + 高本教之 + 若林恵 + 新本史斉 + 若松宣子 + Franz Hintereder-Emde + Angelika Emde = 著

定価2,750 円（本体2,500 円＋税）　ISBN978-4-255-25459-3

定価2,530円（本体2,300円＋税）　ISBN 978-4 -255-25466-1

B5判／4色刷／12課／74頁

B5判／2色刷／発音＋13課／72頁＋別冊ハイジ練習帳

新装版·話すぞドイツ語!
Kommunikation NEU

総合学習·異文化理解のドイツ語 改訂版

リヒトホーフ・ノイ ― 初級ドイツ語文法 ― 

Deutsch im bunten Alltag — 2. Auflage —

Lichthof neu



●各課4ページで合計10課の構成です。週一コマ一年間の授
業で、ドイツ語の初級文法を身につけながら、まとまりの
ある文章を読解し、またドイツ語で表現する能力を養成す
ることを目的としています。

●初級文法を一通り終えた後に復習をかねた初中級クラスの
ための教材として書かれていますが、発音から接続法まで
ドイツ語の初級文法を一通り扱っているので、ドイツ語を
初めて学ぶクラスのための教科書として使用することももち
ろん可能です。

●1ページ目で文法事項を確認、2ページ目の文法問題で規則
や新出単語を理解、3ページ目は文章読解を練習、4ペー
ジ目には作文練習やグループワークを収録しています。

●全課をつうじて、文法および基本単語・表現を練習し、さ
らに文化にかんするさまざまなテクストを読むことで、ドイ
ツ語を総合的に学ぶとともにドイツ文化についても幅広い
知識を得ることができます。

●アクティブラーニング形式の授業、通信教育やオンライン
授業などでも、効果的にドイツ語の初級文法を身につける
ことができます。

●補足資料の付属問題集を使って、単語、文法、作文の練
習ができます。また各課の音声と単語集、小テスト、まと
めテストも収録しています。

◆著者による文法解説の動画をネット上で利用することで、手
軽に教科書の内容を理解し、予習・復習に役立てること
ができます。

●本書は「初級から中級への橋渡し」「初級と中級のあいだ」のレベルを想定したドイツ語総合教材です。
初級ドイツ語の基礎的な文法は終えたものの、「まだ不安な部分がある」といった方々のために、初級
の復習をしっかり行いながら、少しずつ新しいことを学んでいけるような構成·内容になっています。

● 1～8課のほか、冒頭に「初級までの復習」、途中には「1課～4課までの復習」もご用意。さらに1～4
課／5～8課それぞれの期末ごとにまとめの「確認問題」があり、何度も復習できる機会を設けていま
す。また巻末には、もう一歩上の文法事項をまとめた「発展」も。

●各課の最後では、ドイツ語圏とその周辺地域などについて、ドイツ語のLesenと日本語のコラムで紹介
をしています。ドイツ語を学びながら、ドイツ語圏やヨーロッパへの関心と理解も深めて頂けたらと思
います。

PPT

●中級・最新トピックス

●初中級総合教材

●初中級読本

Diana Beier-Taguchi + 田中雅敏 = 著

中村修 + 中川拓哉 + 大澤タカコ = 著
定価2,640円（本体2,400円＋税）　ISBN978-4-255-25461-6

B5変形判／1色刷／10章／52頁　

B5判／4色刷／8課／72頁　

225464

225461

225465

熊谷哲哉 + 大喜祐太 = 著
定価2,420円（本体2,200円＋税）　ISBN 978-4 -255-25465-4B5判／4色刷／0課＋10課／56頁

DACH・トピックス10 2023年度版 

もっとつながるドイツ語みっとりーべ２ 

Menschen in DACH 2023 – 10 Themen aus den deutschsprachigen Ländern – 

Deutsch mit mehr Liebe

ミニマムドイツ語・レーゼン 
Sei fröhlich - Deutsch lernen mit 10 Lesetexten - 

定価2,090円（本体1,900円＋税）　ISBN978-4-255-25464-7

★ストリーミング映像あり!

Deutschland, Austria,
Confoederatio Helveticaの今をお届け！
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
事などを垣間見ることができるでしょう。

【読む際の参考に! 】 web上にpdfファイルをご用意しています。
・固有名詞リスト（本文グレー太文字を簡単に説明）
・文章全体把握のために



〒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） 

※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
●ドイツ語いいじぃ？ いいげんて! ―初級ドイツ語文法― ★
●クマといっしょにドイツ語 ―1.会話 2.文法 3.復習ドリル― ★
●シュピッツェ! 1／シュピッツェ! 2 ★

●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－ ★

★ご採用決定後にしかお渡しできないもの

●本書はおもに初学者を対象とした、総合的なドイツ語教材です。
●0課、そして、1課から10課までで構成。
【各課の構成（6頁立て）】
―見開き2頁を文法説明と確認問題
―はじめの３～５頁目を豊富な練習問題（文法・会話・作文）
―６頁目を多様なLesetext、文法補足、独検合格のため
　の重要単語

【使用方法・配分（推奨例）】
０～５課を前期分とし、そのまとめとして確認問題２頁。さ
らに後期の初回授業用として、
０～５課の復習（Wiederholung）４頁。
６～10課を後期分とし、そのまとめとして確認問題２頁。

さらにStep Upとして文法補足２頁、そして本書で扱った
文法事項を４頁に要約し、一覧できるよう配慮しました。

【本書の特徴】
通年でドイツ語を履修する学生を念頭に置いた教材ですが、カ
リキュラム上前期のみ、あるいは後期から履修する学生、またブ
ランクのある学生にも対応しやすい構成・内容となっております。
練習問題では、バランスよく総合的に学べるよう、多彩な
仕掛けがしてあります。どの練習問題にも、日常会話ある
いは自己表現につながる要素を多く採り入れました。

●１項目ごとに、1課ごとに、前期から後期へ、さらには初級
から中級以上へ、学習から実践へと、常に「スムーズにつ
ながってゆく」ドイツ語学習の一助となれば幸いです。

中村修 + 中川拓哉 + 大澤タカコ ＝ 著
定価2,860円（本体2,600円＋税）　ISBN978-4-255-25421-0B5判／4色刷／0課＋10課／96頁

つながるドイツ語みっとりーべ
Deutsch mit Liebe

清野智昭 ＝ 著

B5判／2色刷／11課／60頁
定価2,420円（本体2,200円＋税）　

ISBN978-4-255-25389-3

ドイツ語の時間
〈話すための文法〉

web 練習問題付

清野智昭 ＝ 著

B5判／4色刷／12課／70頁
定価2,860円（本体2,600円＋税）　

ISBN978-4-255-25393-0

ドイツ語の時間
〈恋するベルリン〉

Web 改訂版 エピローグ付
清野智昭 ＋ 須藤温子 ＋ 

會田素子 ＝ 著

B5判／2色刷／12課／77頁 
定価2,530円（本体2,300円＋税）　

ISBN978-4-255-25341-1

ドイツ語の時間
―読解編―

〈読めると楽しい!〉
清野智昭 ＋ 時田伊津子 ＋ 

牛山さおり ＝ 著

B5判／4色刷／12課／86頁
定価2,860円（本体2,600円＋税）　

ISBN978-4-255-25390-9

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—

サンプルはこちら▶︎ 

サンプルはこちら▶︎ 

PPT

初中級レベルの
続編もできました!


