
補足強化
Approfondissement linguistique

シャンソンと発音
Chansons françaises et prononciation 

多くの人に長年親しまれているスタンダードな
シャンソンをフランス語で歌いながら、ユニークな
発音メソッドを用いて、楽しく発音の練習をし効果
的に習得を図ります。日本人の苦手とする発音や鼻
母音も自然に発音できるようになるでしょう。全て
のレベルの方にお勧めします。

全
レベル 発音矯正

Correction phonétique

興味のあるテーマに関するフレーズを用いて、正確
かつ詳細な発音矯正を意識した発言や朗読をしな
がら発音を上達させていきます。フランス語習得の
過程における上達のスピードに驚き、自信を持って
会話ができるようになっているでしょう！

A2
初  級

1 A2CH シャンソンと発音 Mme SUBLIME 火 14:00- 16:00 20時限 ￥35,000♥

2A1 PH 発音矯正 Mme SUBLIME 木 10:00- 1 1 :30 15時限 ￥27,000

印のクラスはフランス語が初めての方がお入りになれます。

ルポルタージュ番組で鍛えるフランス語
Vu à la télé ! Reportages faciles

フランス文化に関する主題を扱ったビデオ等を用
いて、フランス語を聞き取る力を向上させる講座で
す。時事、文化（グルメ、歴史、有名な人物や場所、祭、
伝統、etc.）、都市や地方（観光名所、各地の名物、etc.）
等テーマは様々です。

A2+
初  級

2A1 CO
ルポルタージュ番組で鍛えるフランス語

Mme BERDER-TOMOTSUGU 土 12:00- 13:30 15時限 ￥27,000

2A2CO Mme BERDER-TOMOTSUGU 金 10:00- 12:00 20時限 ￥35,000

発音と朗読 
Prononciation et lecture en français

正しい発音とは、音声学だけではなく、美しいフラン
ス語のリズムや抑揚、イントネーションとも関連し
ています。この講座では、小説、記事、演劇などの様々
な資料を用い、声に出して読みながら発音を把握し、
美しいフランス語をより良く発音できるよう実践的
に学習します。楽しみながら、効果的にフランス語が
持つ音楽性を身につけたい方にお勧めの講座です。

A2
初  級

2A2LC 発音と朗読 M. RIVEAU 火 19:00-21 :00 20時限 ￥35,000

3A2VH 読解で養うフランス語活用力 Mme SUBLIME 火 10:30-12:30 20時限 ￥35,000

B1
中  級

B1
中  級読解で養うフランス語活用力 

Lecture et littératie

この講座は、情報媒体や物語調のテキストをまず音
声として整理し、そこから大まかな意味、リズム･ア
クセント、音と綴りの関係、構文を捉えていきます。
声に出して読む練習をすることで、イントネーショ
ンを考えながら流れるように言葉を発し、意味を適
切に捉え、言葉の真意を解釈し、表現する力を向上
させることが目的です。DELF B1における読解力試
験の対策に非常に適しています。

B1レベルアップ   
Approfondissement et pratique du niveau B1

今まで学んできた事項をしっかり定着させ、口頭表
現、聞き取り、読解、筆記のレベルをもっと向上させ
たい方のためのクラスです。文章や話の組立てに留
意しながら筆記・口頭表現力を身につけ、また、語彙
や文法についても学びながら、フランス語で自由に
表現できることを目指します。授業では、インター
ネット、映画、音楽、記事などを様々な情報を用いて
学びます。DELF受験やレベルアップを目指す方に
最適です。

3A2AP B1レベルアップ M. LAVIGNASSE 日 10:30-12:30 20時限 ￥35,000
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3A2RA ラジオで鍛えるフランス語 Mme LE CALVÉ 金 13:00- 15:00 20時限 ￥35,000

B1
中  級 ラジオで鍛えるフランス語

Radio France 1 

フランスのラジオ番組で扱う世界の最新ニュース
を聞き、読み解きながら学びます。聞き取る力を養
う練習の他、内容がより理解できるよう取り上げる
話題の語彙についても十分学習します。フランス語
資格試験問題に採用されるラジオ各局の音声資料
を使用しますので、試験対策に最適です。

B1
中  級 中級文法と表現 

Grammaire et expression  B1

基礎文法を少し掘り下げて、B1レベルで必要とされ
る文法を学習しましょう。実例を見ながら使い方を
確認した後、いろいろな筆記・口頭練習を行います。
今学期のテーマ：冠詞、比較、形容詞、代名詞

3A2GR 中級文法と表現 Mme TOKIWA 土 16:30-18:30 20時限 ￥35,000

3A2PB 人気ドラマ« Plus belle la vie ! »で学ぶ
フランス語 Mme CLOOSE 金 10:00-12:00 20時限 ￥35,000

B1
中  級 人気ドラマ« Plus belle la vie ! »で学ぶフランス語  

Spécial série TV ! « Plus belle la vie ! »

マルセイユを舞台にバー・ミストラルに集う人々の
様々な人間模様を描き出すフランスの人気連続ド
ラマ« Plus belle la vie ! »（美しい人生を！）」を通して、
語彙力、文法、口頭表現の上達を図ります。フランス
の日常生活や生きたフランス語を学びましょう！

ルポルタージュ番組で鍛えるフランス語 
Vu à la télé ! Nos petits reportages

政治、経済、社会、文化など、旬な話題や問題のルポ
ルタージュを見ながら、聞き取りのレベルアップを
目指し、聞き取る力を養うために必要な語彙力、表
現力もしっかりと学習します。生きたフランス語を
聞き取り、理解し、そして使いこなす喜びを実感で
きるでしょう。

B1
中  級

3A1 COa

ルポルタージュ番組で鍛えるフランス語

M. DELMAIRE 月 18:00-19:30 15時限 ￥27,000

3A1 COb Mme COUDÈNE 火 10:00-1 1 :30 15時限 ￥27,000

3A2COa M. RIVEAU 土 10:00-12:00 20時限 ￥35,000

3A2COb Mme CAILLAUD 土 17:00-19:00 20時限 ￥35,000

3A2VB フランス語動詞活用 M. IGARASHI 日 13:30- 15:30 20時限 ￥35,000

B1
中  級 フランス語動詞活用

Conjugaison française en action !

不規則動詞の活用（直説法、条件法、接続法）を中心
に学習します。また、学習した活用を実用的な会話
文の中で応用練習することで、法と時制の持つニュ
アンスを理解していきます。

B1
中  級 使いながら身につける語彙力 

Jouons avec les mots  

多様な言葉や表現をロールプレイや練習問題、会話、
記事、広告などバラエティ豊かなテキストや音声資
料を使いながら文脈に沿った語彙の活用を学びま
す。日常生活に不可欠な語彙を実際に使いこなせる
ように学習しましょう。語彙を豊かにしながら、辞書
なしで表現できるようになりたい方にお勧めです。

3A2JM 使いながら身につける語彙力 Mme LE CALVÉ 火 13:00- 15:00 20時限 ￥35,000
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3A2AF フランス語の強化アトリエ（B1） M. PELISSERO 土 13:00-15:00 20時限 ￥35,000

B1
中  級 フランス語の強化アトリエ（B1）

Pratiques au niveau B1  

パーフェクトなフランス語を使いこなす事を目指す
と同時にDELF B1受験に向けて準備も行います。今
学期は、ラジオ ・ビデオ音声資料の聞き取り、口頭表
現（自分の考えの構想をまとめ、表現する、映画や本
の話について語る）、読解（社会的なテーマに関する
語彙の習得、試験に沿った形の質問に答える）、文法
（場所を表す前置詞、関係代名詞、未来、目的と結果）、
ディクテ、筆記表現（公式の手紙、短いエッセーや記
事を書く）などを学びます。受講生から希望があれば
その他のテーマも扱います。

B2
上 級

B1
中  級 分析的講読と作文  

Lecture analytique et thème

B1、B2試験を念頭におきながら、語彙・文法両面か
らテキストの理解力を伸ばすことを目指します。読
解中心ですが、必要な場合は文法項目（時制、冠詞、
法、前置詞の用法など）も取り上げます。2時間目は
長文をフランス人に分かるような簡潔なフランス
語に訳す練習をします。

3A2GTa
分析的講読と作文（B1）

M. KOISHI 月 18:30-20:30 20時限 ￥35,000

3A2GTb M. KOISHI 土 10:00- 12:00 20時限 ￥35,000

4A1 GT 分析的講読と作文（B2） M. KOISHI 土 12:00- 13:30 15時限 ￥27,000

4A3CS 文化と社会 , 交差する眼差し M. ROUSSEL 土 10:00- 13:00 30時限 ￥50,900

B2
上 級 文化と社会, 交差する眼差し 

Renforcement B2 : Regards croisés sur la 
culture et la société

フランスの文化や社会の様々な側面を日本の背景
と共に見渡しながら、テーマに沿った話題を取り上
げるこの講座では、B2レベルのスキルアップを目
指し、語彙力の幅を増やし、フランス語の複雑な文
法を再度復習していきます。同時に、扱うテーマや
時事ニュースについて筆記・口頭両面で自分の言葉
で表現できるようになるでしょう。

4A2RA ラジオで見えてくる、今のフランス M. GUILLOU 水 14:00- 16:00 20時限 ￥35,000

B2
上 級 ラジオで見えてくる、今のフランス

Radio France 2

フランスのラジオ番組で扱う最新ニュースを聞き、
読み解きながら学びます。聞き取る力を養う練習の
他、内容がより理解できるよう取り上げる話題の語
彙についても学習します。インタビューやルポル
タージュ、ニュース番組を聞きながら、日常生活、
文化、経済、フランスの政治を理解していきます。
DELF B2などフランス語資格試験問題に採用され
るラジオ各局の音声資料を使用しますので、試験対
策にもなるでしょう。

4A2AE 文章の書き方 Mme LEMAITRE, 水 10:00- 12:00 20時限 ￥35,000

文章の書き方 
Écriture créative

文章を書く楽しみとそのテクニックを学びます。
まず始めに短いテキストを読み、次にテキストの
理解を助ける問題や語彙、文法の練習問題などを
行った後、テーマを選び個人または数名で実際に
文章を書き、最後に作成した文章を発表します。今
今学期のテーマ ： les différences régionales

B2
上 級

B2
上 級 B2レベル準備 – 会話表現 

Objectif B2 - Expression orale

様々な資料を用い、徹底的な口頭表現の実践と、本
格的な音声資料を聞き取り理解するトレーニング
を通して、社会の様々なテーマについて伝えられる
能力に磨きをかけていきましょう。口頭で正確に、
自分の伝えたいことをより良く伝えられるように
なることを考えて作られた授業です。授業を通して
聞き取りや語彙力も強化できるでしょう。

4A2OR B2レベル準備 – 会話表現 Mme COUDÈNE 火 13:30- 15:30 20時限 ￥35,000
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ルポルタージュ番組で鍛えるフランス語                                                                                 
Vu à la télé ! Grands reportages

社会、経済、芸術、文化など、旬の話題のルポルタージュ
を見ながら、時流の変化を理解し考察し、取り上げる
テーマについて、自分の意見を述べ、議論できる力も
養いながら学習します。生きたフランス語を聞き取り、
理解し、そして使いこなす喜びを実感できるでしょう。
注意：
4A2COaは、9月1日（火）、9月8日（火）、9月15日（火）、
9月22日（火）、9月29日（火）の全5回。
4A2COcは、9月5日（土）、9月12日（土）、9月19日（土）、
9月26日（土）、10月3日（土）の全5回。

B2
上 級

時代の歩み～現代フランスの考察  
La marche du siècle : Reportages sur les grandes thématiques actuelles   

世界は変化し、変革する。地域あるいは国家的な問題だと思われていたことが、気づけば世界規模の問題になっ
ていることが多々あります。フランス人の仕事に対する考え方の変化、顕在化する共有・共存の概念など、現代
フランス社会についての5つのルポルタージュを通して聞き取りのレベルアップをし、次に、書き取りや会話で
そのテーマが日本の社会や世界の他の地域についても共通しているのかを考察していきます。どんな質問にも
フランス語で考え答えられるように強化していきましょう！

C1
準マスター

5A2MS 時代の歩み～現代フランスの考察 M. LEMAHIEU 土 13:00- 15:00 20時限 ￥35,000

5A2AF フランス語の強化アトリエ（C1） M. PELISSERO 土 15:00- 17:00 20時限 ￥35,000

フランス語の強化アトリエ（C1）
Pratiques au niveau C1   

パーフェクトなフランス語を使いこなす事を目指す
と同時にDALF C1受験に向けて準備も行います。今
学期は、ラジオ・ビデオの音声資料によるルポルター
ジュや討論の聞き取り、新聞や専門誌の読解（語彙の
習得、テキストの構成を見つける、試験に沿った形の
質問に答える）、筆記表現（要約）、口頭表現（社会的な
テーマについてのプレゼンテーションをする、発言
をする際の有益な表現、例えば、説明、強調の仕方な
どを習得する）、フランス語の実践（句読法、複合関係
代名詞、時の一致、修辞技法）、環境やデジタルについ
てのテーマに関する専門用語の語彙（名詞、形容詞、
動詞）の習得などを学びます。受講生から希望があれ
ばその他のテーマも扱います。

C1
準マスター

4A2COa

ルポルタージュ番組で鍛えるフランス語

M. DUPUY 火 14:30- 16:30 10時限 ￥19,500

4A2COb M. RIVEAU 水 19:00-21 :00 20時限 ￥35,000

4A2COc M. DUPUY 土 13:30- 15:30 10時限 ￥19,500
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古典語
Langues anciennes

ラテン語・ギリシャ語 ： 講読
Lecture de textes littéraires grecs et latins

同じテーマについて書かれているラテン語とギリ
シャ語の文章を読み解きます。ギリシャ語文学とラ
テン語文学の関連性を立証しながら古代文化の全
体像をより深く理解できるようになることを目的
としています。ラテン語とギリシャ語の文法を理解
していることが前提の講座です。
今学期のテーマ： 古代ギリシアとローマにおける他
者 「野蛮人（バルバロイ）」

7T2LG2 ラテン語・ギリシャ語 ： 講読 M. GROISARD 土 15:00-17:00 20時限 ￥35,000

ラテン語・ギリシャ語 ： 文法
Grammaire grecque et latine

基礎からラテン語・ギリシャ語の文法を学びます。
フランス語中級レベル以上が必要です。ラテン語と
ギリシャ語の両方勉強したい方も、そのひとつだけ
勉強したい方も歓迎。文法を身につけるために、簡
単な翻訳の練習や読みやすく編集された文章講読
なども行ないます。

7T2LG1 ラテン語・ギリシャ語 ： 文法 M. GROISARD 土 17:00- 19:00 20時限 ￥35,000
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