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ビジネスフランス語
Français professionnel

ビジネスフランス語  入門 
Français professionnel débutant

フランス語超入門または入門レベルで、将来フラン
ス語で仕事をしたい方向けの講座です。語彙と文法
の基礎を身につけながら、メールを書く、品物を購
入する、ホテル、列車や飛行機を予約する、電話で会
話する、など職場でよく見られるやり取りを想定し
たフランス語のコミュニケーションスキルアップ
を目的としています。聞き取り、読解、書き取りを鍛
えることで、DELFやビジネスフランス語の試験の
準備にもなります。今学期は7課の最後から8課の
初めを学びます。
使用する教科書：Objectif Express 1

ビジネスフランス語  中級   
Français professionnel intermédiaire 

B2レベル準備をお考えの方、すでにフランス語
を体系的に学習し、将来より高度な場面でフラン
ス語を使いたい方向けの講座です。語彙や文法の
知識をより深いものとしながら、効率よく仕事を
こなし、フランス語が飛び交う職務で必要な知
識を習得することを狙いとしています。人事、販
売、見本市、係争など、仕事における多様なシチュ
エーションをカバーし、様々なテーマを扱います。
DELFやビジネスフランス語の試験の準備にもな
ります。今学期は6課を学びます。
使用する教科書：Objectif Express 2

A1
超入門

B1
中  級

1P2FP ビジネスフランス語  入門 Mme CLOOSE 火 19:00-20:50 20時限 ￥35,000

3P2FP ビジネスフランス語  中級 Mme CLOOSE 月 19:00-20:50 20時限 ￥35,000

B1
中  級

A2+
初  級

～ 2020年東京オリンピック –フランス語でおもてなし  
Omotenashi en français Tokyo 2020

東京で行われるオリンピックまでいよいよ2年を切りました。フランス語圏からたくさんの方が来訪するまた
とないこの機会に、来訪者をフランス語で迎え入れ、要望や質問にフランス語で応えられる準備を今から始め
ましょう。

a、c、dどのコースからでもお入りいただけます。
● 2I2JOa：フランス語圏のことを知る、空港・旅館で
の送迎・案内、オリンピックについて1、東京の街に
ついて、東京の街案内1、などについて学びます。

● 2I2JOc：コースcは、買い物、困った時（道に迷う、
紛失など）、オリンピックについて3、日本のお祭
り、東京の街案内3などについて学びます。

● 2I2JOd：コースdは、芸術と伝統、散策ルートを
作る、予約の変更や取り消し、薬局の案内、オリン
ピックについて4（ヘルスケア）、日本の観光地な
どについて学びます。

2I2JOa
2020年東京オリンピック  
–フランス語でおもてなし - a Mme CAILLAUD 水 19:00-20:50 20時限 ￥35,000

2I2JOc
2020年東京オリンピック 
–フランス語でおもてなし - c Mme CAILLAUD 火 14:00- 15:50 20時限 ￥35,000

2I2JOd
2020年東京オリンピック  
–フランス語でおもてなし - d Mme CAILLAUD 日 15:30- 17:20 20時限 ￥35,000
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3P1CP ビジネス会話 M. PIRIOU 土 12:00- 13:20 15時限 ￥27,000

3I2TR 仏文和訳入門 M. KATAYAMA 水 19:00-20:50 20時限 ￥35,000

B1
中  級 ビジネス会話

Conversations professionnelles 

ビジネスシーンでの様々な会話(接客、電話の応対、
会議、交渉)を中心に、 ロールプレイングを取り入れ
た練習も行います。仕事でフランス語が必要な方だ
けでなく、DELF Pro受験予定の方や聞き取り・口頭
表現力をアップしたいすべての方にお勧めします。

仏文和訳入門
Initiation à la traduction générale 

エッセイ、戯曲、小説、新聞記事など、さまざまなタ
イプのフランス語に触れ、日本とフランスの文化を
比較しながら、文法・語彙・表現などを含めてフラン
ス語の総合的な力を向上させます。また、まだ日本語
に訳されていないウィキペディアの項目を受講生自
身が日本語に訳し、世界に発信します。翻訳に興味を
もっている方、文法をもう一度勉強し直したい方、使
える語彙や表現を増やしたい方、フランス語の勉強
から遠ざかっていた方などにお勧めします。

B1
中  級

4I1TR
翻訳（和文仏訳）

Mme LEMAITRE 木 12:00- 13:20 15時限 ￥27,000

4I2TR Mme LEMAITRE 土 10:00- 1 1 :50 20時限 ￥35,000

B2
上 級

4P2CP 経済ニュースとビジネスフランス語 Mme CLOOSE 木 19:00-20:50 20時限 ￥35,000

経済ニュースとビジネスフランス語
Actualités économiques  

経済に関するニュースを音声資料、映像、記事を通
し学びます。また同時に、ビジネス上、必要不可欠な
書類の書き方、メール対応など、現実に即したシー
ンを設定し、仕事にそのまま活用できるよう習得し
ていきます。必要な教材はプリントで配布します。

翻訳（和文仏訳）
Traduction

和文、仏文翻訳のテクニックを学びます。翻訳をす
る上での文体の違いや、原文のニュアンスを理解
し、きちんと表現できるよう訓練をしましょう。仏
訳と和訳の練習を積むことによって、優れた翻訳
をするために必要な基礎テクニックを身に付ける
ことを目指します。

B2
上 級

6I2TS 同時通訳 Mme FUKUZAKI 土 15:30- 17:20 16時限 ￥40,720

C2
マスター

6I2TL 文芸翻訳 M. HORI 土 16:30- 18:20 18時限 ￥31 ,500

文芸翻訳　　                                                                                                                    
Traduction de textes littéraires  

フランス語の小説やエッセイを注意深く読み込ん
で日本語に翻訳する実践演習を行います。仏文和訳
を超え、原文の「意」と「姿」の両方を訳文に写す（移
す）のが目標です。
今学期は、 Marion MESSINA, Faux Départ, Ed. “J’ai Lu”, 
2017に挑戦します。
注意：6月15日（土）を除く全9回。

同時通訳                                       　　　　                                                                                
Traduction simultanée 

ラボ教室での様々なエクササイズを通じて、通訳
メカニズムを体得するための授業です。多様な
テーマの教材を使い、仏日通訳で最も重要なフラ
ンス語理解力の強化を特に重視し、正確かつ十分
な通訳とは何かを探求します。
注意： 3月30日（土）、4月13日（土）、4月20日（土）、

4月27日（土）、5月 1 1日（土）、5月18日（土）、
5月25日（土）、6月8日（土）の全8回。

C2
マスター


