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Bienvenue au cours de grammaire et expression B1 !
以下の手順で授業に参加してください。

授業前：
- 次回の授業で使用予定の Document を Moodle で入手しておきます。
余裕があればざっと読んだり聞いたりしておきましょう。
- ２回目以降は、前回の授業で使用した fiche pédagogique を読んで、
exercices をやっておきましょう。

Zoom による授業：
- Zoom のミーティングリンクをクリックします。（授業日のページを参
照してください。リンクは毎回変わります。）
- 授業前半では宿題の exercices の答え合わせをしながら、前回の復習を
します。授業後半では新しい文法項目を学びます。

Bon courage !

Annonces et discussions 

Comment rendre vos devoirs 

le 9 mai
1. 以下のリンクをクリックして Document を聞きましょう。

Document audio

2. 内容把握の問題に答えましょう。

Document écrit + questions de compréhension

3. Zoom ミーティングに参加する

https://XXXXXXXXXXX
ミーティング ID: XXX XXXX XXXX
パスワード : 3XW23c

4. 授 業 で は Documents に 出 て き た Ça se 
mange ? というフレーズに焦点を当て、代名
動詞の用法について学びました。来週までに
Fiche pédagogique で復習し、Exercices をやっ
てください。

PowerPoint

Fiche pédagogique 

Exercices 

Corrigés 

Programme de printemps 

学習プラットフォーム
画面見本
マイコースに表示されているコースを
クリックすると、Zoomでオンライン
授業にアクセスするためのZoom情
報をご覧いただいたり、配布資料
（PDFや音声ファイルなど）をダウン
ロードすることができます。

左記は、画面見本です。コースによっ
て、内容やメッセージが変わります。

学習プラットフォームの閲覧は、ご
登録学期の終了日までとなりますの
で、ご注意ください。

Zoomミーティング情報

配布資料のダウンロード

オンライン授業 受講の流れ

Zoom（https://zoom.us/）は、複雑な操作がいらず、パソコン、タブレットを使用して、どなたでも簡
単にご利用いただけます。 使い方は、アンスティチュ・フランセ東京のwebサイトから、Zoomの使い方
ガイドをダウンロードしてご参照いただけます。

オンライン グループ授業
web ミーティングシステム Zoom を使用した
オンライン授業で、アンスティチュ・フランセ東京の
グループ授業をご自宅から受講いただけます！

このマークがついているコース及び 12ページの「Zoomによるオンライン講座」
のコースが、オンラインでの授業となります。それ以外は、通学による授業
となります。

パンフレットでオンライン授業対象コースから、ご希望に合うコースをお選び
ください。（オンライン授業は聴講制度はありません。）1
アンスティチュ・フランセ東京  総合受付またはお申込み専用サイト
(https://tsushinboutique.com) で受講ご希望コースのご登録・お支払手続きをお願いいたします。2
受講開始前にメールで学習用プラットフォームへのログイン情報をお送りします。3
学習用プラットフォーム https://moodle.institutfrancais.jp/ にアクセスし、ユーザー名
とパスワードを入力してログイン。4
ご登録いただいたコースが「マイコース」に表示されていますので、コースをクリックすると、
そのコースの Zoom へのアクセス情報をご覧いただけます。5
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