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■お問い合わせ

Bonjour ! ご覧になりたい項目
をクリックしてください。



ル・フランセ・クレール［三訂版］
Le français clair [troisième édition]

■文法

「文法の定番」、「ムリなく進められる」と
好評のテキストが、さらに充実して新しくな
りました。

◇B5判・2色刷、各課4ページ構成、全19課で接続法
現在まで扱います。
◇各課は文法説明2ページ、練習問題1ページ、
<Vocabulaire>1ページ
◇仏検5級レベルの基本単語を含む、約700語を収録。

【改訂のポイント】
◇音声の収録箇所を大幅に拡充
⇒約200トラック、130分！

◇練習問題の音声は、聞き取り練習や答え合わせ
にご活用いただけます。

◇まとめの総合問題を追加。
1～10課の50問＋11～19課の50問
＝100問！



■文法 ル・フランセ・クレール［三訂版］
Le français clair [troisième édition]

全体の３分の１、8課
の途中までは、単語
にカタカナで読み方を
示しています。
発音に慣れるための
補助輪としてご活用く
ださい。

構文の理解に集中でき
るように、例文には和訳
をつけています。



■文法 ル・フランセ・クレール［三訂版］
Le français clair [troisième édition]

練習問題も音声を
収録しているので、

聞き取りの練習にも
有効です。

各課に書き込み式の
Vocabulaireのページ。

別冊単語集とあわせ
て活用ください。



■文法 ル・フランセ・クレール［三訂版］
Le français clair [troisième édition]

・各課4ページ、全19課で接続法現在まで

・複合時制はAPPENDICEで取り上げます。

・10課、19課の後に各4ページの総合問題を追加。



ア・ラ・パリジェンヌ
À LA PARISIENNE

■文法読本

ことばの基礎を学びながら、フランスの文化
を身近に取り入れて楽しく学習を進められる
教科書です。

◇週1回、1年間の授業で無理なく終えられる、各課
4ページ構成、全12課構成。B5判・2色刷。

◇文法範囲はコンパクトに複合過去まで。

◇キーフレーズから文法を学び、練習問題で確認。
アクティヴィテで発信する練習をします。

◇ペアやグループでのアクティヴィテを通して、ク
ラスメイトと楽しく学びを共有し深めることができ
ます。

◇各課にはフランスの文化を身近に取り入れて親し
むコラムを盛り込みました。

◇6課と12課のあとには、まとめの総合問題があり
ます。復習や期末テストの前のおさらいに最適です。



■文法読本 ア・ラ・パリジェンヌ
À LA PARISIENNE

その課で扱う文法を
含んだキーフレーズ

簡潔な文法説明と例文

単語と表現
課のテーマに関連して
覚えておきたい語や
表現をまとめています。



■文法読本 ア・ラ・パリジェンヌ
À LA PARISIENNE

シンプルな練習問題
で学んだ文法を確認

会話してみよう！
学んだことを使って、
クラスメイトと会話します。
ペアやグループで取り組
んで、学びを楽しく共有
します。

発信しよう
フランスの文化を身近に
感じられるようなコラムを
各課に設けています。

短い作文問題は、
「会話してみよう」で
自分のことを発信する
準備にもなります。

Vocabulaire
会話や作文に使える語
彙を取り上げています。



■文法読本 ア・ラ・パリジェンヌ
À LA PARISIENNE

・各課4ページ、全12課。複合過去まで。

・6課と12課の後にまとめの練習問題が
あります。

・フランス語の発音に楽しく親しめるよう、
「フランス語で歌ってみよう」でフランス
の有名曲の歌詞を掲載。



ぜんぶ話して［改訂版］
Dis-moi tout ! [nouvelle édition]

■会話

「着実に身につく」と好評のコミュニケー
ション教材が、フルカラーになりました。

◇各課4ページ構成、全14課。
◇大きく見やすいＡ４変型判、4色刷。
◇日本人・ネイティヴどちらの先生にも使いやすい
バイリンガル教科書。
◇シンプルで発展性のあるモデル会話＋文法事項の
解説の使いやすい構成。

【改訂のポイント】
◇音声はダウンロード形式でより使いやすく、充実
しました。
⇒225トラック、130分！

◇フルカラーになってイラストも豊富に。より直感
的に理解しやすくなりました。



■会話 ぜんぶ話して［改訂版］
Dis-moi tout ! [nouvelle édition]

ミニ会話

見出しや指示文は
日仏のバイリンガルで
表記。

文法解説や動詞
活用。

À VOUS !
短いモデル会話を
参考にして、
アクティヴィテに取
り組みます。

自分のことを表現
するための語彙は、
イラストを交えて
イメージ豊かに覚
えられるようにしま
した。



■会話 ぜんぶ話して［改訂版］
Dis-moi tout ! [nouvelle édition]

À VOUS !

DIALOGUE
会話の聞き取り問題

COMPRÉHENSION 
ORALE
会話の内容について
の正誤問題

PRONONCIATION
発音のまとめを各課
の最後に掲載。
丁寧に発音を理解
していきます。



■会話 ぜんぶ話して［改訂版］
Dis-moi tout ! [nouvelle édition]

・各課4ページ、全14課

・各課の目標（できるようになるこ
と）が明確に示されています。

・付録には文法練習問題、
DIALOGUEの和訳例、動詞活用表
があります。



12テーマでわかるフランス事情［改訂版］
Perspectives : l’actualité française en 12 textes

[nouvelle édition]

■講読（中級）

読解のクラスに最適と好評いただいたテキスト
が、最新のテーマ、情報を盛りこんで改訂版に
なりました。

◇B5判、1色刷。

◇全12課で、教育、経済、環境、社会、芸術、文学、
政治などさまざまなテーマからフランスのいまを学ぶ
ことができます。

◇各課4ページ構成。テーマのイントロダクションと
文法のポイントのチェック1ページ、本文2ページ、練
習問題1ページ。

【改訂のポイント】
◇一部のテーマを最新の話題に刷新。
⇒ラグビー、テレワーク、パリテ

◇一部の課で、最新の情報や統計を反映しました。
⇒2020年のバカロレア中止、G20大阪サミットなど。



■講読（中級） 12テーマでわかるフランス事情［改訂版］
Perspectives : l’actualité française en 12 textes [nouvelle édition]

各課の1ページ目で、
取り上げるテーマの
概要を紹介します。

この課で重点的に取
り上げる文法について、
例文で確認します。

内容に関する正誤
問題。

文法の理解を深める
作文、空欄を埋める
問題。

各課4ページ目は練
習問題



■講読（中級） 12テーマでわかるフランス事情［改訂版］
Perspectives : l’actualité française en 12 textes [nouvelle édition]

固有名詞などの語句、
文法について注を充実。
巻末の「文法のまとめ」
への参照も適宜記して
います。

最新の情報を反映。

本文音声はダウンロード
でご利用いただけます



■講読（中級） 12テーマでわかるフランス事情［改訂版］
Perspectives : l’actualité française en 12 textes [nouvelle édition]

・各課4ページ、全12課

・各課で重点的に取り上げる文法を設定。

・巻末に「文法のまとめ」があるので、初
級文法の知識を適宜確認できます。

・一部の課でテーマ刷新

⇒3課 スポーツ ラグビー
10課 労働 テレワーク
12課 政治 パリテ

・最新の情報を反映
⇒2課 2020年バカロレアの中止

4課 スタートアップ企業の最新事例
6課 G20大阪サミット

11課 ノーベル文学賞受賞者



■お問い合わせ先

内容に関するお問い合わせ、見本や資料のご請求などはメールにてお気軽にご連絡ください。

教科書の最新情報は随時、白水社webページにて掲載いたします。また、白水社webページからも見
本のご請求などご利用いただけます。

text@hakusuisha.co.jp

https://www.hakusuisha.co.jp/textbook/

https://www.hakusuisha.co.jp/textbook/
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Bonjour ! ご覧になりたい項目
をクリックしてください。

《新版》ル・フランセ

Le français
[nouvelle édition]

マ・グラメール［三訂版］

MA GRAMMAIRE 
[troisième édition]

映像付き文法読本

文法

コミュニケーション



ピエールとユゴー［三訂版］／［コンパクト版］

Pierre et Hugo [troisième édition / édition réduit]

■映像付文法読本

映像を見ながら「聞く・話す・読む・書く」をバ
ランスよく学べる、大好評の教科書です。

クラスにあわせて、
・全18課の三訂版＝接続法まで
・全15課のコンパクト版＝半過去・単純未来まで
の２種類があります。

◇B5判・4色刷、各課4ページ構成。
◇動画はＤＶＤの他、YouTubeでもご覧いただけます。
◇コンパクト版には別冊単語集付き。クラスに応じてご
活用ください。
◇教授用資料には、課題などに便利なワークシート付き。

ピエールとユゴー［三訂版］
■詳細（白水社webページ）はこちら

ピエールとユゴー［コンパクト版］
■詳細（白水社webページ）はこちら

https://www.hakusuisha.co.jp/book/b383106.html
https://www.hakusuisha.co.jp/book/b383107.html


■映像付 文法読本 ピエールとユゴー［三訂版］／［コンパクト版］

Pierre et Hugo

各課で発音とつづり
字を段階をおって学び
ます。

スキットはストーリー仕立
ての映像で。
ＤＶＤ、YouTubeでご覧
いただけます。
①字幕なし
②字幕ありポーズ入り
③字幕ありポーズなし
の3ヴァージョンがあります。



■映像付 文法読本 ピエールとユゴー［三訂版］／［コンパクト版］

Pierre et Hugo

CONVERSATION
例を参考に対話練習
します。映像を見なが
ら楽しく取り組めます。

VOCABULAIRE
自分で書いて埋める単
語帳。予習・復習に活
用できます。

EXERCICES
練習問題で学んだ文法
事項を確認します。

各課の練習問題にはイ
ラストを見ながらの聞き
取り問題があります。



パスカル・オ・ジャポン
Pascal au Japon

■映像付文法読本

日本を訪れたパスカル青年と、フランス語を学ぶ
クミコのやりとりを通して、フランス語の基礎、
フランスの文化への理解を深められる、大好評の
教科書です。

◇B5判・4色刷、各課2ページ、全18課。
◇動画は教室用ＤＶＤ、YouTubeでご覧いただけます。
◇文法範囲は複合過去・単純未来まで。
◇3～4課ごとにまとめ練習問題があります。
◇映像はスキットのほか、日本とフランスの文化のちが
いを学べるコンテンツもあります。
◇別冊単語集付き。
◇仏検5級模擬試験付き。力だめしにご活用ください。

■詳細（白水社webページ）はこちら

https://www.hakusuisha.co.jp/book/b205302.html


■映像付 文法読本 パスカル・オ・ジャポン
Pascal au Japon

文法解説のすぐ後に
練習問題を配置。

スキットはストーリー仕立
ての映像で。
教室用ＤＶＤ、
YouTubeでご覧いただ
けます。



■映像付 文法読本 パスカル・オ・ジャポン
Pascal au Japon

フランスの文化につい
て知るCivilisationの
コーナーも。

3～4課ごとに練習問題
を設けています。
空欄補充、聞き取り、
和訳、作文と総合的な
問題に取り組めます。



《新版》ル・フランセ
Le français [nouvelle édition]

■文法

定評あるロングセラーの文法教科書です。

◇各課2ページ構成で、解説と問題練習が同時に行
えるようになっています。

◇B5判・2色刷。全18課。

◇文法範囲は接続法過去、単純過去、前過去まで。

◇巻末に練習問題集Travaux pratiquesを用意しま
した。

■詳細（白水社webページ）はこちら

https://www.hakusuisha.co.jp/book/b205271.html


■文法 《新版》ル・フランセ
Le français [nouvelle édition]

各課2ページ構成
左ページは文法解説

右ページに練習問題

巻末には補充練習
問題としてTravaux
pratiquesもあります。



マ・グラメール［三訂版］

MA GRAMMAIRE [troisième édition]

■文法

教えやすい、学びやすいと好評の文法教科書。

◇各課2ページ構成。左ページは文法解説、右ページ
は文法項目に対応した練習問題という学びやすい構成
になっています。

◇B5判・2色刷。全21課。

◇文法範囲は接続法現在まで。

◇別冊単語集付き。クラスにあわせてご活用ください。

◇巻末に練習問題集があるほか、教授用資料に各課5
分程度で行える小テストを用意しました。

■詳細（白水社webページ）はこちら

https://www.hakusuisha.co.jp/book/b329840.html


■文法 マ・グラメール
MA GRAMMAIRE [troisième édition]

各課2ページ構成。
左ページは文法解説。

右ページは練習問題。
対応する文法項目を記
しているので、確認がし
やすくなっています。

各課に短い作文、
聞き取り問題を設
けています。



フランス語でサバイバル！［三訂版］

Débrouillons-nous ! [troisième édition]

■コミュニケーション

旅行を楽しむための、最低限の会話力を身につ
けることを目標にしたテキストです。

◇B5判、全13課、各課3～4ページ構成。

◇スキットから表現を発見する、聞き取り、自分のこ
とを話すなどアクティヴィテ中心の構成。

◇巻末単語リストはアルファベ順、分野別の2種類を
用意し、会話練習で使いやすくなっています。

◇文法範囲は複合過去まで。文法事項は巻末にまとめ
ることで、適宜参照できるようにしています。

◇巻末の文法練習問題集は、課題に便利な切り取り式。

■詳細（白水社webページ）はこちら

https://www.hakusuisha.co.jp/book/b383108.html


■コミュニケーション フランス語でサバイバル！［三訂版］

Débrouillons-nous ! [troisième édition]

豊富な練習やアクティ
ヴィテで会話力を身につ
けます。

テーマとなる表現をス
キットから発見します。

巻末の文法のまとめ
の参照ページを記して
います。



アクティヴ！1 / アクティヴ！2
Soyons actifs ! 

■コミュニケーション

イラストとキーフレーズを通して、学習者が自
分でフランス語のしくみを理解し、アクティヴ
に授業に参加していけます。

◇アクティヴ！１ …ヨーロッパ言語共通参照枠Ａ２
の到達が目標。半過去、単純未来までを学びます。

◇ B5判、2色刷、全12課、各課4ページ構成。

◇アクティヴ！２ …自分のことを表現することに加
え、他者の語りを引き出す、情報を理解して発信する
力を身につけます。

◇B5判、1色刷り、全8課、各課6ページ構成。条件法、
間接・直接話法、接続法までを扱います。

◇教授用資料には補充練習問題付き。

アクティヴ！１
■詳細（白水社webページ）はこちら

アクティヴ！２
■詳細（白水社webページ）はこちら

https://www.hakusuisha.co.jp/book/b487244.html
https://www.hakusuisha.co.jp/book/b487246.html


■コミュニケーション アクティヴ！１
Soyons actifs !  1

Découverte !
スキットについての問
いに答えながら、文法
や表現について発見
していきます。

Vocabulaire
イラストを豊富に
用いて、語彙力
アップを助けます。

Activités
さまざまな形式の活動で
コミュニケーション力を養
います。

Dialogue
会話を聞いて内容を理
解し、ペアで再現します。

Expression
その課で学んだ内容をも
とに、自分や身の回りの
人について表現します。



■コミュニケーション アクティヴ！２
Soyons actifs !  2

Découverte !

Expression
自分のことを表現するほ
か、クラスメイトにインタ
ビューする活動なども。

Lecture
少し長めの文章の読解
に挑戦します。

Dictées
各課に聞き取り問
題があります。

Exercices
Activités
豊富な練習問題
とアクティヴィテ。



■お問い合わせ先

内容に関するお問い合わせ、見本や資料のご請求などはメールにてお気軽にご連絡ください。

教科書の最新情報は随時、白水社webページにて掲載いたします。また、白水社webページからも見
本のご請求などご利用いただけます。

text@hakusuisha.co.jp

https://www.hakusuisha.co.jp/textbook/

https://www.hakusuisha.co.jp/textbook/

