
ビジネスフランス語
Français professionnel

 C1
準マスター フランス語圏からの旅行者のための通訳ガイド 

Devenez un guide hors-pair pour les 
francophones au Japon

フランス語圏からの旅行者との同行中のやりとり、
知識や情報の伝え方のコツやどのように興味を引
かせるかなどを学習します。通訳案内士試験の口述
試験対策にもなります。学期内に具体的な場面で実
践する機会を設けます。
注意 ： 4月18日（土）、4月25日（土）、5月9日（土）、 
 5月16日（土）*、5月23日（土）の全5回。
 *  5月16日（土）は、実地授業を行います。それ

に伴い、授業時間が13:30-15:30となります
ので、ご注意ください。

5I2GU フランス語圏からの旅行者のための通訳ガイド Mme PICHARD 土 16:30-18:20 10時限 ￥19,500

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が目前に迫ってきま
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どのコースからでもお入りいただけます。
● 2I2JOa：コースaは、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。

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

B1
中  級

A2+
初  級

～

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

フランス語入門レベルで、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や商工会議所のDFP試験の準備にもなり
ます。今学期は4課を学びます。
使用する教科書 ： français.com （Niveau débutant）

A1
超入門

1 P2FP ビジネスフランス語  入門 Mme BOUNY 木 19:00-20:50 20時限 ￥35,000
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6I2TL 文芸翻訳 M. HORI 土 16:30- 18:20 18時限 ￥31 ,500

C2
マスター 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。今学期から、Denis MICHELIS : La 
Chance que tu as, Paris, Stock, 2014に挑戦します。
注意：6月20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： 4月4日（土）、4月1 1日（土）、4月18日（土）、 
 4月25日（土）、5月9日（土）、5月16日（土）、 
 5月23日（土）、5月30日（土）の全8回。

C2
マスター

6I2TS 同時通訳 Mme FUKUZAKI 土 1 5 : 30- 17:20 16時限 ￥40,720

B1
中  級 ビジネスフランス語 中級   

Français professionnel intermédiaire
B1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や商工会議所のDFP試験の準備にもなりま
す。今学期は2課を学びます。
使用する教科書 ： Objectif Express 2

B2
上 級 ビジネスフランス語 上級

Français professionnel avancé
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や商工会議所のDFP試験の準備にもなりま
す。今学期は10課を学びます。
使用する教科書 ： Objectif Express 2

4P2FP ビジネスフランス語 上級 Mme CLOOSE 月 19:00-20:50 20時限 ￥35,000

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

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

B1
中  級 翻訳と通訳の手ほどき 

Traduire et interpréter : le b.a.-ba
フランス大使館で20年以上翻訳者および通訳とし
て仕事をしてきた講師が、翻訳と通訳の簡単な手ほ
どきをします。システマチックな翻訳や美しい翻訳
の仕方、通訳の際のポイントなどを伝授します。辞
書を引いても載ってない単語が出てきた時の対処
法、フランス語のカタカナ表記方法なども勉強しま
す。その他、フランス語についての様々な疑問にも
お答えします！ 授業は日本語で行ないます。
注意：4月1 1日（土）、5月16日（土）を除く全8回。

4I1 TR
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

3I1 TI 翻訳と通訳の手ほどき M. KITAKAMI 土 12:00- 13:20 12時限 ￥22,800
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