
 
初心者集中講座

【京都】
1学期分の授業を短期間で !

より早くフランス語でのコミュニケーションが取れるよう
に、新しい方法を用いた総合教材を使用します。
日常的なシチュエーションに則したダイアローグを用い、
発音や筆記にも留意し、また文法の基礎も
しっかり習得しながら、実際に使えるフランス語を
身につけます。
春学期へも継続してご受講いただけます。

受講料 : 34,000円

KYOTO　3月31日（火）～ 4月3日（金）
各日5時間 : 10:00～12:30 / 13:30～16:00

申込受付締切：3月28日（土）午前中までに

DELF対策講座 (A1/A2/B1)
【大阪】

聴解・口頭表現試験対策講座
DELF試験の聴解と口頭表現試験のための練習講座です。
10:30～12:30【聴解】/ 13:30～15:30【口頭表現】（全4時間）

【A1】3月24日（火）
【A2】4月3日（金）
【B1】3月21日（土）

読解・文書作成試験対策講座 
DELF試験の読解と文書作成試験のための練習講座です。 
10:30～12:30【読解】/ 13:30～15:30【文書作成】（全4時間）

【A1】3月21日（土）
【A2】3月26日（木）
【B1】3月27日（金）

各日2時間の受講料 : 3,400円（午前または午後のみを
ご受講いただくことも可能です）

大学生のためのフランス語
短期研修 (A1/A2/B1)

【大阪】
自分を表現、世界が広がる！

大学生・大学院生、専門学校生の方を対象とした
アンスティチュ・フランセ関西による特別研修プログラム。
この研修では、素早くスキルアップを図ることを目的とし、
研修終了後、大学でのフランス語の授業にその成果が
充分活かせるよう、集中的にフランス語を学びます。

この集中講座で目指すこと
3つの重要なアプローチ：実践する・強化する・発見する
楽しくフランス語を学びフランス語圏の世界を発見 
できるよう、学生の皆さまの関心を引くテーマを 
扱いながら、様 な々アクティビティを通して現実に即した
場面で使えるフランス語を習得します。
・自信をつける、口頭表現のレベルアップ
・文法をしっかり身につける
・フランスとフランス語圏の文化を発見する
 
OSAKA　3月17日（火）～ 3月19日（木）
各日6時間 :  10 : 00 ～ 12 : 00【会話】
  13 : 00 ～ 15 : 00【読解】
  15 : 30 ～ 17 : 30【アトリエ】
受講料 : 30,600円
申込受付締切：3月10日（火）

 

文法 
【京都】

休みを利用して、フランス語能力のさらなる向上を目指し
ましょう！ 
文法はコミュニケーションを支える「骨組み」です。この
授業では、日本語による詳細な解説と様 な々授業活動
を通じて、文法知識を深めることを目指します。確かな文
法知識を身につけ、フランス語運用能力に磨きをかけまし
ょう。DELF/DALFや仏検などの語学検定試験の受験を
ご予定の方もぜひご参加ください。 
教師 : Akiko Tamura
 
入門 (A1) 3月31日（火）
10:30 ～12:30 
冠詞の基本的な使い方。 
受講料： 3,400円 
 
入門 (A1) 3月31日（火）
13:30 ～15:30 
代名動詞 / 直説法現在形の活用の復習。 
受講料： 3,400円

初級 (A2) 4月1日（水）
10:30 ～12:30 
複合過去と半過去の使い分け。 
受講料： 3,400円

初級 (A2) 4月1日（水）
13:30 ～15:30 
さまざまな否定表現と語順。 
受講料： 3,400円

中級 (B1) 4月2日（木）
10:30 ～12:30 
中性代名詞。 
受講料： 3,400円 
 
中級 (B1) 4月2日（木）
13:30 ～15:30 
条件法現在。 
受講料： 3,400円

 
 
 
 
上級 (B2) 4月3日（金）
10:30 ～12:30 
過去時制の使い分け（複合過去、半過去、大過去） 
受講料： 3,400円 
 
上級 (B2) 4月3日（金）
13:30 ～15:30 
論理関係を示すつなぎ表現。 
受講料： 3,400円

訳しながらフランス語を考える (C1/C2) 
【大阪】

3月24日（火）・25日（水）・26日（木）・31日（火）・4月1日（水） 
13：30～15：30　（全10時間） 

フランス語で実際に様 な々文を書きながら、フランス語の文法
感覚を養成することを目指します。冠詞・前置詞・時制・動詞
の叙法の仕組み、基本動詞の働きなどを確認し、「フランス語
的な発想」を身につけます。授業では、高尚かつ平易な日本語
で書かれた小説やエッセーの抜粋をフランス語に訳していき
ます。受講生が考えたフランス語訳を発表してもらい、一緒に
検討しながら添削を行います。毎回、前回の授業のまとめをプ
リントの形で配布し、ポイントを再確認します。
今年度のテキストのコピーを受付にご用意しておりますので、
ご興味をお持ちの方はお気軽にお申し出ください。

受講料 : 17,000円 
教師 : Olivier Birmann

COURS D’INTERSESSION À L’INSTITUT FRANCAIS !

アンスティチュ・フランセ関西-京都 春の特別講座

3月・4月 前日の午前中までにご予約をお願いいたします 
＊火曜日のクラスは前週の土曜日の午前中までにお願いいたします。 

＊3月21日（土）のクラスは19日（木）の午前中までの受付です。

この講座は、日本語で授業を行います。



COURS D’INTERSESSION À L’INSTITUT FRANCAIS !

アンスティチュ・フランセ関西-京都 春の特別講座
アンスティチュ・フランセ関西―大阪
530-0041　大阪市北区天神橋2-2-11
阪急産業南森町ビル9階
Tel. 06-6358-7391 Fax. 06-6358-7393
Contact : kansai.osaka@institutfrancais.jp

アンスティチュ・フランセ関西―京都
606-8301　京都市左京区吉田泉殿町8

Tel. 075-761-2105 Fax. 075-761-2106
Contact : kansai@institutfrancais.jp

火 水 木 金 土
3月17日 3月18日 3月19日 3月20日 3月21日

3月24日 3月25日 3月26日 3月27日 3月28日

3月31日 4月1日 4月2日 4月3日 4月4日

休館

（大阪）
【A1】DELF試験対策講座 

【C1/C2】訳しながら
フランス語を考える

（大阪）
【C1/C2】訳しながら
フランス語を考える

（大阪）
【A2】DELF試験対策講座

【C1/C2】訳しながら
フランス語を考える

（大阪）
【B1】DELF試験対策講座

フランス語
オープンデー
14：00～

（京都）
【A1】文法講座 
10：30-12：30 
13：30-15：30 

（大阪）
【C1/C2】訳しながら
フランス語を考える

（京都）
【A2】文法講座 
10：30-12：30 
13：30-15：30 

（大阪）
【C1/C2】訳しながら
フランス語を考える

（京都）
【B1】文法講座 
10：30-12：30 
13：30-15：30

（京都）
【B1/B2】文法講座 
10：30-12：30 
13：30-15：30

（大阪）
【A2】DELF試験対策講座

春学期
スタート！

（大阪）
【A1】DELF試験対策講座
【B1】DELF試験対策講座

 
 

カフェ・デザミ

アンスティチュ・フランセ関西・大阪 
3月18日（水）・25日（水）　16:00 - 17:30 
参加費：¥800 (クラブ・フランス会員：¥500)

春休みのアトリエ！

大学生のためのフランス語短期研修
【大阪】10:00 - 17:30

初心者集中講座①　【大阪】　10:00 - 16:00

初心者集中講座②　【大阪】　10:00 - 16:00
初心者集中講座①　【京都】　10:00 - 16:00

2020年の春は他にも...！

3月28日（土）：第30回京都フランス音楽アカデミー
　 アンサンブル・スペシャル・コンサート2020

3月18日（水）～24日（火）：阪急うめだ本店の
    フランスフェア2020

4月～：子供のためのフランス語講座が始まります！

前日の午前中までにご予約をお願いいたします 
＊火曜日のクラスは前週の土曜日の午前中までにお願いいたします。 

＊3月21日（土）のクラスは19日（木）の午前中までの受付です。

第30回京都フランス音楽アカデミー
【京都】10:00 - 17:30

第30回京都フランス音楽アカデミー
【京都】10:00 - 17:30


