
■付属資料は下記のアイコンにて表示してあります。

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
（学生人数分の冊子を無料でお届
けします。別途お申し込みください）

●初級文法

●初級文法

●本文における文法項目の大胆な整理と、それを
十分に補完する別仕立てのPlus!ページ

●従来型の教科書にはない、動詞系変化を中心
とした斬新な配置の組み換え

●各課を相互に参照させるネットワーク化と、全
体を体系的、有機的に関連づけるためのアイコ
ンやマークを駆使した多様なビジュアル的工夫

●全12課。本文２ページと練習問題２ページのシ
ンプルで使いやすい構成

●〈確認・理解する〉〈和訳する〉〈独訳する〉〈聞き

取る〉〈会話する〉という５つの要素をバランスよ
く組み合わせた練習問題

●面倒な変化表をただ頭から覚えるのではなく、
英語史やドイツ語史の背景に比較言語学の観
点から触れ、学生により深く理解してもらうた
めの「気づき」の情報提供

●本文から切り離したPlus!文法は、学生の要求
度、必須度に応じてさらに２段階に分け、学生
のニーズや意欲に応じて展開できる幅をもった
構成

木下直也 + 日中鎮朗 + 岡本雅克 + 杉内有介 + 小野間亮子 + 白井智美 + Jens Ostwald = 著
定価（本体2,200円＋税）　ISBN978-4-255-25435-7B5判／2色刷／0課+12課+Plus!／88頁

225435

225433

●『ドイツ文法ベーシック3』は、2014年の初版以
来ご好評を得て、2016年の改訂版に続きこの
たび三訂版として刊行の運びとなりました。

●全体を「基礎 A」「基礎 B」「基礎C」の三部構成
とし、「説明は丁寧に、問題は易しく」という基
本コンセプトは変わっていません。各課「例文」
と文法説明も原則変わっていません。文法説明
の後にくる「問」は、設問形式を変えるなど一
部書き換えました。各課４頁目の「練習問題」
はすべて新しい問題に書き換え、特に設問3の

独作文では学習者の苦手意識を解消すべく穴
埋め形式に改めました。

● 3段階学習のレベルに応じて、これまでは「基
礎 A」「基礎 B」「基礎C」の最後にLesetextが
ありましたが、授業時間を考慮してこれを教授
用資料に掲載し、代わりに対話形式の簡単な
Dialogを設定しました。教授用資料には各課
の「問」と「練習問題」に対する解答例（和訳
付）、中間テスト（A,B,C）、追加練習問題も用
意しましたので、併せてご利用ください。

神竹道士 = 著
定価（本体2,400円＋税）　ISBN978-4-255-25433-3B5判／2色刷／17課／80頁

ブリュッケ ─ 初級ドイツ語文法・ふかくわかりやすく
Brücke -Deutsche Grammatik für Anfänger-

ドイツ文法ベーシック3 三訂版
Basis-Grammatik Deutsch in 3 Schritten 3. Auflage

ドイツ語新刊テキストのご案内
2021



●初級総合（後半）

●初級総合

●初級会話

●ご好評いただいております『シュピッツェ！1』（2019
年刊行）の続編となります。

●ドイツの教科書に多く取り入れられているコミュニカ
ティブな要素と日本人学習者になじみやすい文法配
列を融合。

●『シュピッツェ！1』で習得した文法規則や語彙をさら
に発展させつつ、より高度なドイツ語のコミュニケー
ション能力が身につくことを目指す。

●豊富なイラストや写真を通して視覚的に状況を把握
し、課題に取り組みやすい。

●各課は、単語や表現などの導入・会話・聞き取り・

読解・インフォメーションギャップ・文法問題・発音
（今回新設）から構成され、最後に文法の説明や語
彙・表現のまとめ。

●別冊には、従来型の文法問題に対応したArbeitsbuch
と、教科書単語集を掲載。

 参考レベル
『シュピッツェ！１』：〈文法〉独検４級〈語彙・コミュニ
ケーション〉CEFR A1

『シュピッツェ！２』：〈文法〉独検３級〈語彙・コミュニ
ケーション〉CEFR A2以上

新倉真矢子 + 正木晶子 + 中野有希子 ＝ 著
定価（本体2,700円＋税）　ISBN978-4-255-25439-5A4判／4色刷／12課／96頁／別冊Arbeitsbuch

225439

225437

225436

●各課が4ページで合計10課の構成となって
おります。週１回、一年間の授業で、発音
から現在完了形まで、無理なく学習するこ
とができます。

● 1ページ目にキーセンテンスと文法事項のま
とめ、2ページ目が会話文、3ページ目はペア、
またはグループでの会話練習、4ページ目
には作文問題を収録しています。

●アクティブラーニング形式の授業でも、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。

●会話からドイツ語学習をスタートする学生を対
象にした教科書です。

●語学の学習はまずは文法の習得が重視され、
文法学習の途中で挫折したり、苦手意識を持
つ学習者も多いと思います。このテキストでは、
敢えて文法事項を必要最小限にして、限られた
文法の範囲内でシンプルな表現の会話練習を
行えるようにしました。

●外国語が少しでも話せるようになりたい、とい
う目標をもって語学学習を始める人も多いと思

います。まずはドイツ語で自分のことを表現出
来るようになる、簡単なコミュニケーションがと
れるようになることを目標に無理なく楽しく学べ
るように工夫しました。文法を本格的に学習す
る前の準備学習の授業でも使用できます。

●ドイツ語やドイツ人の生活や文化にさらに興味
がもてるように、次の学習への橋渡しになるこ
とを目指しています。

＊追加練習問題を掲載した別冊が付属しています。

熊谷哲哉 = 著

川上博子 + イムケ・レンツ ＝ 著

定価（本体2,200円＋税）　ISBN978-4-255-25437-1

定価（本体2,400円＋税）　ISBN978-4-255-25436-4

B5判／4色刷／0課+10課／64頁

B5判／4色刷／10課／50頁／別冊

シュピッツェ ! 2 コミュニケーションで学ぶドイツ語
Spitze! 2

ミニマムドイツ語・ノイ

トントン・ドイツ語 自己プレゼンテーションのかんたんドイツ語 

Sei fröhlich! neu -Deutsch für Anfänger -

Schwein gehabt!



●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）

●別冊会話練習帳では、あのおなじみの「ハイ
ジ」の仲間たちも登場!

●全編学習すれば、日常会話はもちろん、中級レ
ベルも目前!

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（本体2,300円＋税）　ISBN978-4-255-25426-5B5判／2色刷／発音＋13課／72頁+別冊会話練習帳

リヒトホーフ ― 初級ドイツ語文法 ―
Lichthof

●時事ドイツ語

時事ドイツ語の最新版です。ニュース記事だけではなく、「いま」のドイツで話題・問題に
なっていることも取り上げており、従来のランデスクンデの読み物だけではわからない、
現在の本当のドイツの姿を学生に伝えることができます。
11のテーマから取捨選択をしてお使いいただくことで、さまざまな授業のニーズに対応す
ることもできます。
2020年はドイツ統一30周年の年でした。第１章は、ドイツが東西に分裂した経緯から現
在に至るまでの変遷を辿る、通常よりボリュームのある章となっています。

石井寿子 + Andrea Raab = 著
定価（本体1,900円+税）　ISBN978-4-255-25438-8B5変型判／1色刷／11章／60頁　

225438

時事ドイツ語2021年度版
Neuigkeiten aus Deutschland 2019/20

●初級文法 225426

好評おすすめテキスト

『シュピッツェ！1』の教授用資料がパワーアップ!
●ドイツ語訳を追加　● Zusatzmaterialを追加　● Phonetikコーナーを追加

◉ 授業支援コンテンツ ◉      
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）

新倉真矢子 + 正木晶子 + 中野有希子 = 著
定価（本体2,700円+税）　ISBN978-4-255-25422-7A4判／4色刷／12課／96頁／別冊Arbeitsbuch

シュピッツェ ! 1 コミュニケーションで学ぶドイツ語
Spitze! 1

●初級総合（前半） 225422

サンプルは
こちら　▶︎

PPT用コンテンツ
をご用意!



　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、別途お送りいたしましたお葉書等をご確認ください。
　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。

〒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。ご希望の際は必要部数をお申し付けください。ご授業を担当される先生に直送いたします。尚、「追加練
習プリント」は教科書記載の特設ホームページからpdfファイルでダウンロードができます。

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

●初級総合教材＋映像 225393

第1巻、第2巻
好評発売中!

※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。

授業支援になるコンテンツのある教科書

 DVD 映像で見るドイツ

特設HP付き
●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

●プリマ・プルス　●プリマ・プルス ２　
オンライン動画配信 ※教科書にURLの記載がない場合はお問い合わせください。

● ideal 例文で学ぶドイツ語文法 改訂版

●ブーメラン/ブーメラン・エルエー　

●DVD わかるぞドイツ語! みえるぞドイツ!
●クロイツング・ネオ　●ドイツ·サラダ ［DVD付］
●ドイツこころのふるさと －ビデオで学ぶメルヘンと伝説－
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　
●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　
イラストデータ CD-ROM 付き
●イラストでわかる! ドイツ文法と単語トレーニング

審査用見本デジタル版 閲覧サービス開始のご案内

表示見本

審査用見本

詳細はこちらから▶ https://text.asahipress.com/special/publuslite/

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。

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

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。

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

定価各（本体2,500円+税） 

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▶︎ 


