
PPT

●初級総合

●初級文法（再履修）

●スペイン語の総合力をしっかり身に着けるために編まれた
教科書。特に時間に限りがあるクラスや、文法の理解と練
習に重点をおくクラスに最適です。

● 12課、各課6ページ構成。まず1ページ目でその課の目標
を把握、どのような表現を学んでいくかを見て実際に使っ
てみます。それから少しずつ言葉の機能、文法、語彙を練
習しながら学びます。最後のページでは様々なアクティビ
ティで実際に学んだ言葉を使ってみることができるように
なっています。

●学生・生徒の実情と興味に合った内容で、スペイン語圏の
国々の社会文化的な側面にも触れることができます。

●補助教材
　✓別冊練習帳：日本語の文法説明と豊富な練習問題が別

冊にまとめられていて、学生の自習用としても使える内
容になっています。

　✓教師用のパワーポイント：ビデオと音声も含まれている
他、録音部分のスクリプト、解答、日本語訳等もあり、
対面・オンラインいずれのクラスの場合にも教材提示
に利用すると授業運営が非常にやりやすいものになり
ます。

　✓別冊教師用ガイド：パワーポイントに含まれている内容
の他に、語彙リストや、試験のモデル等も含まれています。

フアン・カルロス・モヤノ・ロペス／カルロス・ガルシア・ルイス・カスティージョ／廣康好美
定価（本体2,400円+税）  ISBN 978-4-255-55128-9A4判／96ページ／12課／4色

255128

255130

●１年次の再履修クラス、会話とペアの１年次の文法クラス向き。
　接続法まで扱っているので２年次の再履修クラスでも使用可。
　「なんとなくわかった」あたりでつまづいている学習者が、腑に落

ちるまで理解できるようになるための豊富な数の文法トレーニング
＆単語チェック教材（全900語程度）。

● 18課構成で接続法現在、命令文まで学習。直説法現在だけなら
12課まで、過去時制と完了時制までなら15課までと、クラスに応
じて対応可。

●各課冒頭に基本文を掲載、本書の冒頭には全基本文のリストを付
け、学習の目標をわかりやすくした。

●各課は文法、基本問題（Ejercicios básicos）、応用問題（Ejercicos 
avanzados）、単語チェック（Vocabulario）の４ページ。

●文法ページは常に見開き右側に配置し、見やすさに配慮。

●練習問題は基本問題と応用問題を各1ページずつ設け、クラスのレ
ベルに合わせて基本問題のみ、応用問題のみ等の使用も可。応用
問題にはリスニングも有り。

●各課の末尾に当該課で学習した単語の意味を書き込めるチェック
ページ付き。

●穴埋め式の活用表をはじめ、スペイン語を積極的に手書きして覚
えることを目的とした構成。と同時に、作文問題には語彙を与え、
口頭練習もしやすいように工夫した。

●巻末に基本語彙集と主要動詞の活用表付き。
●本書の語彙をすべてカバーするPDF単語帳付き。（ネット上で配布。

オンライン練習問題も準備予定。）
●練習問題の各ページには「先生のチェック(印)」欄付き。毎時間の学

習のモチベーションアップと、教科書の使いまわし防止に配慮した。

栗林ゆき絵／瓜谷アウロラ
定価（本体2,200円＋税）  ISBN 978-4-255-55130-2B5判／112ページ／文字と発音＋18課＋まとめ問題＋補遺／2色

■付属資料は下記のアイコンにて表示してあります。

いいね! スペイン語 コンパクト版
¡Muy bien! Compacto

エル・ファロ 書いて確認! スペイン語
El faro Practiquemos repasando la gramática española

スペイン語新刊テキストのご案内
2022

PPT

＊自由に加工できるカスタム
パワーポイントキットあり

教授用
パワーポイント有PPT

教授用資料有
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）

学生用
特設ホームページ有献呈用CD有

献呈用DVD有 動画配信有

付属別冊有

補助教材
ダウンロード有



好評既刊●初級総合

イメージ・スペイン語
Español en imágenes
ISBN 978-4 -255-55102-9

PPT

PPT

●初級

●初級

●中級総合

●『エスピギータ』の改訂版です。練習問題を一新、より学びやすい例文や文書
になるように調整いたしました。また教授用資料には隔年やクラス別でも使
える2バージョンの小テスト、オンライン授業などでも便利なパワーポイント
をご用意いたしました。

●本書はご好評を頂いております既刊『アラメダ』をたたき台としつつ、教育現
場の声を踏まえて新しい教科書として作成されました。限られた授業時間内
でも無理なくこなせるボリュームとし、統一感を与えるようスペインの表現を
中心にしました。

●本書の構成は、15章（未来形以外の直説法）の本章の他、補足の2章（直説
法未来・過去未来、接続法）や語彙リスト、補足資料（語彙と文法の重要事
項のまとめ）となっています。

●各章4ページの構成で、Gramáticaが２ページ、Ejerciciosが１ページ、最
後のページは授業時間や進行状況にあわせて選択的に用いることができる
拡張コンテンツ（①ミニ・スキット、②基礎的な口頭練習、③易しいリスニン
グ）です。

●文法事項と練習問題の指示文は、スペイン語表記も併用し、ネイティブの先
生にも使い易いようにしました。

●スペイン語履修者の増加に伴い、開講される大学や学部も広がりを見せてい
ます。本書では、文系だけでなく理系の学生の大学生活のシチュエーション
や語彙にも配慮しました。

●各章、及び、地域や文化を紹介するページ（計4ページ）には、スペインとラ
テンアメリカの豊富なカラー写真があります。言語だけではない学びや視覚
的なイメージを大切にしました。

●音声はWebからお聞きいただけますので、スマホからも手軽にリスニングの
勉強ができます。効果音もあるので楽しく聴くことができます。なお、先生
方にはＣＤをご用意しています。

●新出単語を巻末にリスト化して、語彙の復習をし易くしました。総語彙数は
700語程度に抑えています。

●各章ごとの補足的な練習問題を、教科書半ばと最後に配置しました。必要な
文法項目に対応した運用練習で、自由作文的な課題が中心です。宿題として
もお使いいただけます。

●教授用資料には、解答、訳文のほか、各章の小テスト（解答付き）を2バージョ
ンご用意しました。

岡田敦美／那須まどり
定価（本体2,300円＋税）　ISBN 978-4 -255-55129-6B5判／15課＋補足2課＋資料＋単語リスト／96p. ／4色

255129

255127

255132

●好評を得たテキストを、このたびリニューアルしました。教
える側も学ぶ側も、「生き活き」楽しく使えるテキストです。

●日本にいながらにして疑似留学体験ができる「生き活き」し
たスペイン語です。

●愉快なストーリーと、スペイン人４人が熱演する音声教材
と豊富なイラスト・写真で、「生き活き」としたスペイン語が
学べます。

●各課は４ページで構成。［第１ページ］本文（会話）／ひとく
ち会話。［第２～３ページ］文字・発音・文法・語彙。［第
４ページ］ドリル／文化コラム。ヨーロッパ言語共通参照枠
A2レベルまでをカバーしています。

●ゆとりのある配分なので、１つの課は90分授業１回で十
分にこなせます。また、 ５課ごとに区切られていて、 セメス
ター制のカリキュラム等にも対応が容易です。

●５課ごとに「ちょっと一息」と題する自習用ページがありま
す。復習、言葉あそび、やや上級の文法説明のコーナーで
す。改訂にあたり、リスニング問題を新設しました。

●本体だけでなく、教授用資料、音声教材も改訂しました。
また、おまけ動画教材へのアクセスも新設しました。

●ご好評をいただいている初級総合テキスト「イメージ・スペイン語」の続
編。初級文法や簡単な会話を既に学んだ経験のある学生を、次のステッ
プへ導く中級総合テキストです。

●前書と同様、本書は各課6ページで構成されています。ペア授業の場
合には、前半3ページ（GRAMÁTICA Y EJERCICIOSとUN POCO 
MÁS）と、後半3ページ（DIÁLOGOS / LECTURASとPRÁCTICA）
で、担当箇所をわけることも可能です。

　・GRAMÁTICA Y EJERCICIOS：文法の解説と練習問題のパートで
す。前半は直説法を中心に復習、後半（Unidad 7 から）は接続法を
中心に、命令表現や非現実的条件文を学びます。日常でよく使用する
ような表現を使った例文が豊富に出てきます。前作に引き続き、各文
法項目のあとは「ちょこ練」を用意しました。

　・UN POCO MÁS：「ちょこ練」よりも総合的かつ様々なタイプの問題
を解きながら練習することができるページです。

　・DIÁLOGOS / LECTURAS：学習した文法項目が出てくる対話や読
み物。太字は初出語や、やや難しい語彙です。

　・PRÁCTICA：楽しいイラストや写真とともに、実際にスペイン語を使
いながら文法項目を習得していくパートです。ペアでスペイン語を話
す練習や、個人で意見を述べたり、まとまりのある文章を作ったりす
る練習もあります。

●巻末にはスペインやラテンアメリカの歴史に関するやや難しめの読み物
〈TEMAS DE LECTURA〉を用意しました。

●オーラル・コミュニケーションを中心とする授業の場合には、文法ペー
ジを補足的に利用することもできます。

●数も種類も豊富な練習問題が本書の特徴です。一部の練習問題を選択
して扱ったり、UN POCO MÁSページを宿題用に利用するなど、授業
の形態や目的に合わせてお使いください。

●紙面そのまま、さらに解答例を確認できるパワーポイントをご用意（予定）。

福嶌教隆

エウヘニオ・デル・プラド／齋藤華子／仲道慎治

定価（本体2,200円＋税）
  ISBN 978-4 -255-55127-2

定価（本体2,500円＋税）　ISBN 978-4 -255-55132-6

B5判／80ページ＋「ちょっと一息」8ページ／20課＋「ちょっと一息」＋付録／2色

A4判／88ページ／12課+TEMAS DE LECTURA／4色

改訂版 エスピギータ ─実りのスペイン語─
ESPIGUITA —primer curso de español— Nueva Edición

生
い

き活
い

きスペイン語 改訂版

イメージ・スペイン語２

Español vivo —Edición revisada—

Español en imágenes 2

定価（本体2,500円＋税）　ISBN 978-4 -255-55132-6



WEB  映像＋音声  愛
め

でる! スペイン語 新正書法改訂版  
Español visual —Nueva edición— 

●初級コミュニケーション

●初級～中級講読

●本書は，スペイン語を専攻する学生やスペイン語を基礎からしっ
かりと学びたいという方々を対象とし，文法で学習したことを読む・
書く・聞くといった実際のコミュニケーション場面で応用できるよ
うにすることを目標としています。旧版『スペイン語演習ノート』の
よさを残しつつ、カラー印刷で装いも新たに生まれ変わりました。

●巻末には各課で使う文法のポイントをまとめましたので、週1回の
授業でも文法を確認しながら内容を進めることも可能です。

●各課は4ページで， 「EJERCICIOS（練習）」，「ACTIVIDADES（ア
クティビティ）」，「VOCABULARIO（語彙）」，「ひとくちメモ」か
ら成り，全部で18課あります。
 ・ EJERCICIOS：文法で学んだことが定着するように作成してい

ますので，巻末の「文法のポイント」で確認しながら練習してく
ださい。

 ・ ACTIVIDADES：文法で学んだことを応用し，4技能（聞く・話
す・読む・書く）を伸ばすことを目標にしたアクティビティです。

 ・ VOCABULARIO：スペイン語圏に旅行・滞在した際に必須と
なる基本的な語を提示。イラストや写真などで楽しく学べるよう
にしています。

 ・ ひとくちメモ：スペイン語やスペイン語圏の文化に関するミニコ
ラム。より深く知るきっかけとして活用してください。

●別冊で音声のスクリプトと練習問題の解答付き教授用資料をご用
意しています。

●姉妹編『初級スペイン語文法 三訂版』に準拠していますので、併用
していただくとさらに効果的です。 

和佐敦子
定価（本体2,300円＋税）　ISBN 978-4 -255-55131-9B5判／104ページ／18課+文法のポイント／4色

255131

255133

● DVDの映像を見ながら学ぶ、スペイン語初級～中級講読
用の教科書として2010年に初版が誕生しました。その後、
正書法の改訂があり、その新正書法に照らし、今の時代
に仕様を合わせて改訂したのが本書です。

●本文は、映像のナレーションの形をとっています。スペイ
ンでの現地ロケによる迫力ある映像を目で追って愛でなが
ら、プロのナレーターの正確な発音を聴いて、読解力を高
めます。現地の人の自然な話し方に接するコーナーもあり
ます。

●全16課です。「サグラダ・ファミリア」「メスキータ」「アルハ
ンブラ宮殿」の文化紀行や、「サッカー」「居酒屋とタパス」「住

まい」といった身近な話題など、バラエティに富んだ構成と
なっています。

●各課は４ページ立てです。（①日本語による解説、②～③本
文、語句チェック、④文法（基本編･応用編）、イラスト地図）

●さらに、現地の若者たちが日本の学習者に語りかける対話
のセクションも設け、会話力の向上もはかっています。

●本版より、学生の生活スタイルに合わせ、動画もさること
ながら音声も、web上より配信のスタイルを取ります。

● なお、ご採用の先生方へは、ご授業での利便性を図る
ため、音声も動画も、学生用の配信内容と同内容のCD、
DVDをご用意しております。 

福嶌教隆
定価（本体2,500円＋税）　ISBN 978-4 -255-55133-3B5判／88ページ／Entremeses＋16課＋付録／4色

コミュニケーションのための新スペイン語演習ノート
¡Comunícate en español! Cuaderno de ejercicios prácticos

＊自由に加工できるカスタム
パワーポイントキットあり

●初級文法 255126

●対象はスペイン語を専攻する学生や、外国語教育に比重
を置いている大学の第2外国語を選択する学生、そしてス
ペイン語を基礎からしっかり学びたいという学習者です。

●三訂版ではダウンロードして使える補助教材がつきました!
● 2010年改正の新正書法に対応しています。
●将来DELEを受験することを念頭に置き、Plan Curricular 

del Instituto Cervantes（セルバンテス協会のカリキュラム
プラン）のA1, A2の文法事項を網羅しています（B1,B2の
一部も含みます）。

●日常的な対話文や叙述文を通して、直説法現在から接続法
過去完了までの活用とその用法を学べるようにしています。

●各課は本文（４ページ）と練習問題（２ページ）から成り、
全部で18課です。本文には2ページごとに文法事項を応用
した場面別・機能別のミニ会話が付いています。また、練
習問題は各課で学んだ文法事項をすべて練習できるように
しています。

●別途、練習問題や小テストの解答付きの教授用資料をご用
意しています。

●本テキストとともに、姉妹編『コミュニケーションのための
新スペイン語演習ノート』を併用していただくとさらに効果
的です。

和佐敦子
定価（本体2,100円＋税）　ISBN 978-4 -255-55126-5B5判／120ページ／18課／2色

初級スペイン語文法 三訂版 
Gramática elemental del español Tercera Edición

PPT



■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。
 ● アクティブ・スペイン語　 ● いいね! スペイン語 コンパクト版
 ● いいね! スペイン語　 ● いいね! スペイン語 2　
 ● イメージ・スペイン語　 ● イメージ・スペイン語 2
 ● イラストで楽しもう、 スペイン語! 改訂版
 ● 改訂版 エスピギータ ─実りのスペイン語─
 ● エル・ファロ 書いて確認! スペイン語
 ● 彩

いろど

りスペイン語　 ● エレラボA1-A2　
 ● コミュニケーションのための新スペイン語演習ノート　
 ● 総合スペイン語コース 初級 改訂版
 ● 総合スペイン語コース 中級 改訂版
 ● スペイン語とわたし
※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。
 ● ディエゴと日本再発見! 新版 ─初級スペイン語─　　
 ● プラサ・アミーゴス ─スペイン語で話そう Ⅰ─
 ● プラサ・アミーゴス ─スペイン語で話そう Ⅱ─
 ● プラサ・アミーゴス ─スペイン語で話そう Ⅲ─

 ● グラマニョール　 ● スペイン語文法の要点
■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
  ● レベル別 スペイン語文法ドリル
 ● 表現のためのスペイン語作文
■オンライン動画（会話や文化紹介） 
 ● いいね! スペイン語 コンパクト版
  ● いいね! スペイン語　 ● いいね! スペイン語 2　
 ● WEB  映像 +音声  動く! スペイン語 新正書法改訂版
 ● 五感でめぐるスペイン語 ライト版
 ● 五感でめぐるスペイン語　 ● 世界遺産で学ぶスペイン語　
 ● WEB  映像 +音声  愛

め

でる! スペイン語 新正書法改訂版

■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─
 ● 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
 ● プラサ・マヨール Ⅱ 改訂版 ─レベルアップ・スペイン語─

■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

〒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/spanish/（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。

●一般書籍

待望の『スペイン語 文法と実践』の電子版がついにできました!
●日本人教員とネイティヴ教員の緊密な協力から生まれた自然な語法。　
●簡潔で適格な文法の解説。
●予習と復習のための矢印（➡）による関連個所の提示。
●解説内容に沿った多くの例文とこれの理解を援

たす

ける註。
●適宜、英語との比較による理解の深化。

※アマゾンKindle、紀伊国屋書店Kinoppy、楽天Kobo、Booklive!、hontoなどの
電子書籍店でご購入いただけます。専用端末以外でも、お手持ちのスマート
フォンやタブレット（iOS、Android）でお読みいただけます。

　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 https://ws.formzu.

net/fgen/S30439392/ からご申請ください。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。オンライン授業でもぜひご活用くださいませ。著作権保
護の観点から、PDFそのもののお渡しは控えさせていただいております。
※「e献本」につきましても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。

小林一宏／Elena Gallego Andrada ＊紙媒体での
　ご用意はありません。A5判／33課／320ｐ／2色／音声データ付　定価（本体2,800円＋税）

スペイン語 文法と実践 ─ゆっくり進み、確かに身につく─
Español con paso fi rme

遠隔授業おすすめテキスト

審査用見本デジタル版 閲覧サービスのご案内

遠隔授業を支援するコンテンツをご用意しております。詳細は右記の二次元バーコードへ!

【ログイン画面】▶

◀【紹介ページ】

https://asahipress.publuslite.com/asa/login.html/

https://text.asahipress.com/special/publuslite/ サンプル

いつでもどこでも音声付で!
好きな文字サイズで!!

電子書
籍


