
3A2RA ラジオで鍛えるフランス語 Mme LE CALVÉ 水 10:30-12:30 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。

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 金 19:00-20:30 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

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

補足強化
Approfondissement linguistique

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

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

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

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。

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！

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

（ 1時限＝50分）
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B1
中  級 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

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。

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 実用フランス語文法 （B1レベル）   

Grammaire pratique du français (Niveau B1)

フランス語の上達のために必要不可欠な基本的文
法を分かりやすく丁寧に説明します。また、中 ·上級
者のための復習にも役に立つ内容です。動詞の時
制、その役割と使い方をテーマに学習していきま
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：完了と未完了、過去、未来、間接話
法など。

3A2GRb 中級文法と表現 Mme TOKIWA 土 16:30-18:30 20時限 ￥35,000

3A2GRa 実用フランス語文法 （B1レベル） M. SHIBATA 水 10:00-12:00 20時限 ￥35,000

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。

3A2GT 分析的講読と作文（B1） 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

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
（代名動詞の一致、複合関係代名詞、法と時制の復習、
前置詞）、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。

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
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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。

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。

B2
上 級

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 20時限 ￥35,000

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

4A2COc M. DUPUY 土 13:30-15:30 20時限 ￥35,000

文章の書き方と文法  
Écriture et grammaire
抜け落ちている文法をマスターし、そして書く楽
しみを発見しましょう！文法の要点について練
習問題を行った後、様々なテーマで短い作文を作
成し、学習したポイントを実践に移せるようにし
ていきます。学期の中で、非常に簡単なものから
少し難しいものへ段々とレベルアップしていき
ます。授業の、前半は練習問題を、後半は文章を作
成し、できたものを共有します。このクラスは、6
名以上で開講。今学期のテーマ：les prépositions

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

4A2AE 文章の書き方と文法 Mme LEMAITRE 水 1 1 :00-13:00 20時限 ￥35,000

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。

C1
準マスター

B2
上 級 文法 - 上級レベル   

Grammaire - niveau avancé

この講座は、上級レベル（B2、C1）に必要な文法の様々
な要素を学習すること、また、このレベル相当の資格
試験の合格をより確実なものにすることを目的とし
ています。今学期は、口頭、筆記、ディクテの実践を通
し、関係代名詞、複合関係代名詞、時制の一致、冠詞、
前置詞、接続法、微妙なニュアンスを表現するための
等位接続詞について学びます。受講生からの希望が
あれば扱う内容を変更する場合があります。

5A2GA 文法 - 上級レベル M. PELISSERO 金 14:30-16:30 20時限 ￥35,000
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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を口頭で要約する、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（複
雑なエッセーや要約を書く）、文章の構成の復習
（様々なタイプの文章、特定の目的で使い接続詞、
副詞、前置詞など、法と時制の意味、ディクテ）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
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