
2019-SJ00009701-01フランス語Ⅰ「MN」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：金・１時限　　試験時間割：2019/07/31　２時限,　2020/01/25　２時限　　

山本　崇代

◎－－－　概要　－－－◎

大学1年生の、まったくの初心者を対象にしたフランス語で
す。コミュニケーションを主体に、学習者一人ひとりが積極的
に参加していく授業です。日常会話において役に立つ表現をお
ぼえ、さっそくじっさいにこれを使って、単語を入れ替えなが
ら、ペアで、あるいは先生と会話してみる、というステップを
繰り返すことによって、フランス語でのコミュニケーションを
実践します。同時に、基本語彙も少しずつおぼえてゆき、フラ
ンス語検定5～4級レベルの能力を一年間で獲得します。フラン
ス語IAとともに受講することにより、学習効果がいっそう高ま
ります。
テキスト全１３課を、２回で１課のペースで順に進めます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

初歩的な日常フランス語を理解し、聞き、話し、読み、書くこ
とができる（実用フランス語技能検定試験5～4級レベル）
(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：テキストのフランス語を声に出して読んでください。
復習：テキストを広げて毎回の授業を振り返り、新たに覚えた
ことを整理してください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
1) 評価基準
テキストで学習したフランス語を正確に発音し、ペアやグルー
プで日常フランス語を練習、応用できることを評価の基準とす
る。

2)評価方法
- 定期試験：初歩的な日常会話で必要な表現が習得できている
かを評価する。
- オラルテスト：前期、後期の授業内で実施します。学習した
フランス語を正しく発音できているかを評価します。
- 授業への積極的参加：ペアやグループでの会話練習を積極的
に行っているかを評価します。

3)割合
定期試験の成績を40%、授業内でのオラルテストを10%、授業
への積極的参加を50%で評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

フランス語　ルージュ１―トリコロール　会話編―：（著
者）Claire RENOUL、高橋信良、星埜守之：朝日出版
社：1,200円

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）
１．イントロダクション　文字の読み方（おもな注意点）
２．Moi, c’est Thomas. ①
３．Moi, c’est Thomas. ②
４．Allons, du courage ! ①
５．Allons, du courage ! ②
６．Mais il n’est pas français. ①
７．Mais il n’est pas français. ②
８．中間まとめ
９．Ah, voilà Pistache ! ①
１０．Ah, voilà Pistache ! ②
１１．Il y a un chat sur la table ! ①
１２．Il y a un chat sur la table ! ②
１３．Maman, je n’aime pas le noir. ①
１４．Maman, je n’aime pas le noir. ②
１５．前期のまとめ
（後期）
１６．前期の復習
１７．Oui, je suis sa fille. ①
１８．Oui, je suis sa fille. ②
１９．Je fais des crêpes ! ①
２０．Je fais des crêpes ! ②
２１．Et il boit du lait ? ①
２２．Et il boit du lait ? ②
２３．中間まとめ
２４．Tu as l’air fatigué ! ①
２５．Tu as l’air fatigué ! ②
２６．Tu as de la chance ! ①
２７．Tu as de la chance ! ②
２８．Tu imagines maman ! ①
２９．Tu imagines maman ! ②
３０．後期のまとめ



2019-SJ00009702-01フランス語ⅠＡ「LC・LH・LJ・LG・G全」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：火・３時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限,　2020/01/21　２時限　　

甲斐　春香

◎－－－　概要　－－－◎

大学1年生の、まったくの初心者を対象にしたフランス語で
す。コミュニケーションの土台となる、フランス語の文を組み
立てるさいの決まり、すなわち文法を、体系的に学習する授業
です。具体的には、綴り字のよみ方、名詞につくさまざまな語
の種類とその形の変化、動詞の活用、名詞の代名詞への変換、
といった内容を学習してゆきます。ひとつひとつの規則を、基
本的な文を作る練習問題をとおして定着させ、フランス語検定
5級レベルの能力を一年間で獲得します。フランス語IBととも
に受講することにより、学習効果がいっそう高まります。テキ
スト全１２課を、２回で１課のペースで順に進めます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

初歩的な日常フランス語を理解し、聞き、話し、読み、書くこ
とができる（実用フランス語技能検定試験5～4級レベル）(技
能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：テキストのフランス語を声に出して読んでください。
（45分） 復習：テキストを広げて毎回の授業を振り返り、新た
に覚えたことを整理してください。（45分）　

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。学習意欲（授業参加、発表、小テス
ト等）:50％、定期試験：50％を目安に、総合的に評価しま
す。

◎－－－　テキスト　－－－◎

フランス語　ブルー１―トリコロール　文法編―：（著
者）高橋信良、星埜守之、Claire RENOUL：朝日出版
社：1,200円

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

この授業では、積極的な取り組みを評価します。
この授業をきっかけに、フランスやフランス文化にも目を
向けてみてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）１．イントロダクション　アルファベ　つづり字
記号　母音の発音記号 ２．Vous êtes français ? ① ３．Vous
êtes français ? ② ４．Avez-vous des enfants ? ①５．Avez-
vous des enfants ? ② ６．Qu’est-ce que c’est ? ①７．
Qu’est-ce que c’est ? ②８．中間まとめ９．Tu aimes le
chocolat ? ①１０．Tu aimes le chocolat ? ②１１．Tu viens
avec moi ? ①１２．Tu viens avec moi ? ② １３．Quelle
heure est-il ? ① １４．Quelle heure est-il ? ② １５．前期のま
とめ（後期） １６．前期の復習１７．Vos enfants se lèvent
tôt ? ① １８．Vos enfants se lèvent tôt ? ②１９．As-tu fini tes
devoirs ? ① ２０．As-tu fini tes devoirs ? ②２１．De ces
peintures, laquelle préférez-vous ? ① ２２．De ces peintures,
laquelle préférez-vous ? ②２３．中間まとめ２４．Comment
peut-on aller à la gare ? ① ２５．Comment peut-on aller à la
gare ? ② ２６．Qui est la meilleure actrice du monde ? ① ２
７．Qui est la meilleure actrice du monde ? ② ２８．Tu allais
à l’église tous les dimanches ? ① ２９．Tu allais à l’église
tous les dimanches ? ② ３０．後期のまとめ



2019-SJ00009702-02フランス語ⅠＡ「LP・LE・LA」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：火・３時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限,　2020/01/21　２時限　　

山下　広一

◎－－－　概要　－－－◎

大学1年生の、まったくの初心者を対象にしたフランス語で
す。コミュニケーションの土台となる、フランス語の文を組み
立てるさいの決まり、すなわち文法を、体系的に学習する授業
です。具体的には、綴り字のよみ方、名詞につくさまざまな語
の種類とその形の変化、動詞の活用、名詞の代名詞への変換、
といった内容を学習してゆきます。ひとつひとつの規則を、基
本的な文を作る練習問題をとおして定着させ、フランス語検定
5級レベルの能力を一年間で獲得します。フランス語IBととも
に受講することにより、学習効果がいっそう高まります。テキ
スト全１２課を、２回で１課のペースで順に進めます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

初歩的な日常フランス語を理解し、聞き、話し、読み、書くこ
とができる（実用フランス語技能検定試験5～4級レベル）(技
能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：テキストのフランス語を声に出して読んでください。
（45分） 復習：テキストを広げて毎回の授業を振り返り、新た
に覚えたことを整理してください。（45分）　

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

・毎週の学習状況：２０％
・定期試験：８０％
・定期試験を受けないと、成績評価および単位認定ができない
ので、
　必ず前期・後期ともに受験してください。

◎－－－　テキスト　－－－◎

フランス語　ブルー１―トリコロール　文法編―：（著
者）高橋信良、星埜守之、Claire RENOUL：朝日出版
社：1,200円

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）１．イントロダクション　アルファベ　つづり字
記号　母音の発音記号 ２．Vous êtes français ? ① ３．Vous
êtes français ? ② ４．Avez-vous des enfants ? ①５．Avez-
vous des enfants ? ② ６．Qu’est-ce que c’est ? ①７．
Qu’est-ce que c’est ? ②８．中間まとめ９．Tu aimes le
chocolat ? ①１０．Tu aimes le chocolat ? ②１１．Tu viens
avec moi ? ①１２．Tu viens avec moi ? ② １３．Quelle
heure est-il ? ① １４．Quelle heure est-il ? ② １５．前期のま
とめ（後期） １６．前期の復習１７．Vos enfants se lèvent
tôt ? ① １８．Vos enfants se lèvent tôt ? ②１９．As-tu fini tes
devoirs ? ① ２０．As-tu fini tes devoirs ? ②２１．De ces
peintures, laquelle préférez-vous ? ① ２２．De ces peintures,
laquelle préférez-vous ? ②２３．中間まとめ２４．Comment
peut-on aller à la gare ? ① ２５．Comment peut-on aller à la
gare ? ② ２６．Qui est la meilleure actrice du monde ? ① ２
７．Qui est la meilleure actrice du monde ? ② ２８．Tu allais
à l’église tous les dimanches ? ① ２９．Tu allais à l’église
tous les dimanches ? ② ３０．後期のまとめ



2019-SJ00009702-03フランス語ⅠＡ「LF1(a)」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・２時限, 木・４時限　　試験時間割：2019/07/27　１時限　　

井関　麻帆

◎－－－　概要　－－－◎

週2回の授業を通して、フランス語の基礎を身につけます。文
法事項の説明に加え、発音練習や聞き取り練習、簡単な会話練
習などを行い、総合的なフランス語運用能力を身につけます。
また、フランス語圏の文化にも適宜触れながら、適切な表現
（ジェスチャーも含む）を適切な場面で使えるようになること
を目指します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①基礎レベルのフランス語の語彙を身につけ、文法を理解して
いる。(知識・理解)

②実用フランス語技能検定試験4級レベルのフランス語能力を
有する。(技能)

③フランス語やフランス語圏の文化に日常的に関心を持つよう
になる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次回の授業範囲を予習しておいてください。（60分）

復習：毎回授業の最初に小テストを実施して、前回の授業内容
が理解できているかどうかを確認します。テキストに出てきた
単語や表現を暗記しておいてください。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

・平常点（授業参加度、小テスト等）40%（到達目標①③）
・定期試験60%（到達目標②）

◎－－－　テキスト　－－－◎

伊勢晃・谷口千賀子著『ヴワラ！』（早美出版社） 2,100
円 / ISBN 978-4-86042-047-5

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

辞書を必ず持参してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　ガイダンスとイントロダクション
2-3　アルファベ，挨拶，自己紹介，数 (0～10)
4-5　-er 動詞，否定文
6-7　疑問文
8-9　名詞の性・数，冠詞
10-11　avoir, être の活用と用法，所有形容詞
12-14　形容詞，指示形容詞
15-17　比較級，最上級
18-20　aller, venir (1)，冠詞の縮約形
21-23　aller, venir (2)，命令形
24-26　複合過去形 (1)
27-29　複合過去形 (2)
30　まとめと復習



2019-SJ00009702-04フランス語ⅠＡ「LF1(b)」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・４時限, 木・２時限　　試験時間割：2019/07/27　１時限　　

鈴木　隆美

◎－－－　概要　－－－◎

フランス語の初級文法の授業です。コミュニケーションの土台
となる、フランス語の文を組み立てるさいの決まり、すなわち
文法を、体系的に学習する授業です。たとえば、綴り字のよみ
方、形容詞の使い方、動詞の活用、比較級、最上級というよう
な内容を学習します。ひとつひとつの規則を、講義と基本的な
練習問題を通して身に着けていきます。文法の授業ですが、発
音練習にも適宜時間をとる予定です。テキストの前半部分 (0課
から10課) を、概ね2回に1課のペースで順に学習していきま
す。
なお、このフランス語IAは週に2回授業があります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①授業で学習した基本的な文法を理解することができる。(知
識・理解)

②授業で学習した基本的な文の意味が分かる。(技能)

③授業で学習した基本的な文を暗記することができる。(技能)

④自律的、積極的にフランス語学習に取り組むことができる。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習 : テキストに目を通し、単語の意味を辞書で調べておいて
ください（45分）
復習 : 授業で学習したことが理解できているかどうかを確認
し、テキストにでてきた単語や文を暗記するように心がけてく
ださい（45分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

平常点：30％（到達目標④）
復習小テスト：20％（到達目標①②③④）
定期試験：50％（到達目標①②③）

なお6回以上の欠席は、授業参加の姿勢において、大幅な減点
の対象となります。また3回の遅刻を1回の欠席に換算します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

伊勢晃&谷口千賀子『ヴワラ！』(早美出版社),
ISBN:4-86042-025-X

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

予習および復習がなされていることを前提とした授業で
す。
継続的に出席することが非常に重要です。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. アルファベ
2. 挨拶
3. 自己紹介
4. 数 (0̃10)
5. -er動詞
6. 否定文
7. 疑問文
8. 名詞の性と数
9. 冠詞 (1)
10. 冠詞 (2)
11. avoirの活用と用法 (1)
12. avoirの活用と用法 (2)
13. êtreの活用と用法 (1)
14. êtreの活用と用法 (2)
15. 前半のまとめと演習
16. 所有形容詞
17. 形容詞 (1)
18. 形容詞 (2)
19. 指示形容詞
20. 比較級 (1)
21. 比較級 (2)
22. 最上級 (1)
23. 最上級 (2)
24. aller, venir (1)
25. 冠詞の縮約形
26. aller, venir (2)
27. 命令形
28. 複合過去形 (1)
29. 複合過去形 (2)
30. 後半のまとめと演習



2019-SJ00009702-06フランス語ⅠＡ「JJ6-10・TM・TE」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：火・５時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限,　2020/01/21　２時限　　

山下　広一

◎－－－　概要　－－－◎

大学1年生の、まったくの初心者を対象にしたフランス語で
す。コミュニケーションの土台となる、フランス語の文を組み
立てるさいの決まり、すなわち文法を、体系的に学習する授業
です。具体的には、綴り字のよみ方、名詞につくさまざまな語
の種類とその形の変化、動詞の活用、名詞の代名詞への変換、
といった内容を学習してゆきます。ひとつひとつの規則を、基
本的な文を作る練習問題をとおして定着させ、フランス語検定
5級レベルの能力を一年間で獲得します。フランス語IBととも
に受講することにより、学習効果がいっそう高まります。テキ
スト全１２課を、２回で１課のペースで順に進めます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

初歩的な日常フランス語を理解し、聞き、話し、読み、書くこ
とができる（実用フランス語技能検定試験5～4級レベル）(技
能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：テキストのフランス語を声に出して読んでください。
（45分） 復習：テキストを広げて毎回の授業を振り返り、新た
に覚えたことを整理してください。（45分）　

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

・毎週の学習状況：２０％
・定期試験：８０％
・定期試験を受けないと、成績評価および単位認定ができない
ので、
　必ず前期・後期ともに受験してください。

◎－－－　テキスト　－－－◎

フランス語　ブルー１―トリコロール　文法編―：（著
者）高橋信良、星埜守之、Claire RENOUL：朝日出版
社：1,200円

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）１．イントロダクション　アルファベ　つづり字
記号　母音の発音記号 ２．Vous êtes français ? ① ３．Vous
êtes français ? ② ４．Avez-vous des enfants ? ①５．Avez-
vous des enfants ? ② ６．Qu’est-ce que c’est ? ①７．
Qu’est-ce que c’est ? ②８．中間まとめ９．Tu aimes le
chocolat ? ①１０．Tu aimes le chocolat ? ②１１．Tu viens
avec moi ? ①１２．Tu viens avec moi ? ② １３．Quelle
heure est-il ? ① １４．Quelle heure est-il ? ② １５．前期のま
とめ（後期） １６．前期の復習１７．Vos enfants se lèvent
tôt ? ① １８．Vos enfants se lèvent tôt ? ②１９．As-tu fini tes
devoirs ? ① ２０．As-tu fini tes devoirs ? ②２１．De ces
peintures, laquelle préférez-vous ? ① ２２．De ces peintures,
laquelle préférez-vous ? ②２３．中間まとめ２４．Comment
peut-on aller à la gare ? ① ２５．Comment peut-on aller à la
gare ? ② ２６．Qui est la meilleure actrice du monde ? ① ２
７．Qui est la meilleure actrice du monde ? ② ２８．Tu allais
à l’église tous les dimanches ? ① ２９．Tu allais à l’église
tous les dimanches ? ② ３０．後期のまとめ



2019-SJ00009702-07フランス語ⅠＡ「JB・TC」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：月・１時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限,　2020/01/21　２時限　　

山本　大地

◎－－－　概要　－－－◎

大学1年生の、まったくの初心者を対象にしたフランス語で
す。コミュニケーションの土台となる、フランス語の文を組み
立てるさいの決まり、すなわち文法を、体系的に学習する授業
です。具体的には、綴り字のよみ方、名詞につくさまざまな語
の種類とその形の変化、動詞の活用、名詞の代名詞への変換、
といった内容を学習してゆきます。ひとつひとつの規則を、基
本的な文を作る練習問題をとおして定着させ、フランス語検定
5級レベルの能力を一年間で獲得します。フランス語IBととも
に受講することにより、学習効果がいっそう高まります。テキ
スト全１２課を、２回で１課のペースで順に進めます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

初歩的な日常フランス語を理解し、聞き、話し、読み、書くこ
とができる（実用フランス語技能検定試験5～4級レベル）(技
能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：テキストのフランス語を声に出して読んでください。
（45分） 復習：テキストを広げて毎回の授業を振り返り、新た
に覚えたことを整理してください。（45分）　

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
平常点（参加意欲、小テスト等）4割、定期試験6割を目安に総
合的に判断する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

フランス語　ブルー１―トリコロール　文法編―：（著
者）高橋信良、星埜守之、Claire RENOUL：朝日出版
社：1,200円

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

欠席は減点の対象とする。特に講義の全回数の3分の1にあ
たる5回目の欠席から大幅な減点の対象となり、単位取得
が困難になるので注意すること。
遅刻は3回で1回分の欠席に相当するものとみなす。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）１．イントロダクション　アルファベ　つづり字
記号　母音の発音記号 ２．Vous êtes français ? ① ３．Vous
êtes français ? ② ４．Avez-vous des enfants ? ①５．Avez-
vous des enfants ? ② ６．Qu’est-ce que c’est ? ①７．
Qu’est-ce que c’est ? ②８．中間まとめ９．Tu aimes le
chocolat ? ①１０．Tu aimes le chocolat ? ②１１．Tu viens
avec moi ? ①１２．Tu viens avec moi ? ② １３．Quelle
heure est-il ? ① １４．Quelle heure est-il ? ② １５．前期のま
とめ（後期） １６．前期の復習１７．Vos enfants se lèvent
tôt ? ① １８．Vos enfants se lèvent tôt ? ②１９．As-tu fini tes
devoirs ? ① ２０．As-tu fini tes devoirs ? ②２１．De ces
peintures, laquelle préférez-vous ? ① ２２．De ces peintures,
laquelle préférez-vous ? ②２３．中間まとめ２４．Comment
peut-on aller à la gare ? ① ２５．Comment peut-on aller à la
gare ? ② ２６．Qui est la meilleure actrice du monde ? ① ２
７．Qui est la meilleure actrice du monde ? ② ２８．Tu allais
à l’église tous les dimanches ? ① ２９．Tu allais à l’église
tous les dimanches ? ② ３０．後期のまとめ



2019-SJ00009702-08フランス語ⅠＡ「TL」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：月・４時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限,　2020/01/21　２時限　　

渡邉　佳奈

◎－－－　概要　－－－◎

大学1年生の、まったくの初心者を対象にしたフランス語で
す。コミュニケーションの土台となる、フランス語の文を組み
立てるさいの決まり、すなわち文法を、体系的に学習する授業
です。具体的には、綴り字のよみ方、名詞につくさまざまな語
の種類とその形の変化、動詞の活用、名詞の代名詞への変換、
といった内容を学習してゆきます。ひとつひとつの規則を、基
本的な文を作る練習問題をとおして定着させ、フランス語検定
5級レベルの能力を一年間で獲得します。フランス語IBととも
に受講することにより、学習効果がいっそう高まります。テキ
スト全１２課を、２回で１課のペースで順に進めます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

初歩的な日常フランス語を理解し、聞き、話し、読み、書くこ
とができる（実用フランス語技能検定試験5～4級レベル）(技
能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：テキストのフランス語を声に出して読んでください。
（45分） 復習：テキストを広げて毎回の授業を振り返り、新た
に覚えたことを整理してください。（45分）　

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
・平常点30％(授業態度、学習状況等、主にフランス語を聞く
力、話す力を評価)
・定期試験70％(主にフランス語を読む力、書く力を評価)

◎－－－　テキスト　－－－◎

フランス語　ブルー１―トリコロール　文法編―：（著
者）高橋信良、星埜守之、Claire RENOUL：朝日出版
社：1,200円

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業時間外の学習を行って講義に臨んでください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）１．イントロダクション　アルファベ　つづり字
記号　母音の発音記号 ２．Vous êtes français ? ① ３．Vous
êtes français ? ② ４．Avez-vous des enfants ? ①５．Avez-
vous des enfants ? ② ６．Qu’est-ce que c’est ? ①７．
Qu’est-ce que c’est ? ②８．中間まとめ９．Tu aimes le
chocolat ? ①１０．Tu aimes le chocolat ? ②１１．Tu viens
avec moi ? ①１２．Tu viens avec moi ? ② １３．Quelle
heure est-il ? ① １４．Quelle heure est-il ? ② １５．前期のま
とめ（後期） １６．前期の復習１７．Vos enfants se lèvent
tôt ? ① １８．Vos enfants se lèvent tôt ? ②１９．As-tu fini tes
devoirs ? ① ２０．As-tu fini tes devoirs ? ②２１．De ces
peintures, laquelle préférez-vous ? ① ２２．De ces peintures,
laquelle préférez-vous ? ②２３．中間まとめ２４．Comment
peut-on aller à la gare ? ① ２５．Comment peut-on aller à la
gare ? ② ２６．Qui est la meilleure actrice du monde ? ① ２
７．Qui est la meilleure actrice du monde ? ② ２８．Tu allais
à l’église tous les dimanches ? ① ２９．Tu allais à l’église
tous les dimanches ? ② ３０．後期のまとめ



2019-SJ00009702-10フランス語ⅠＡ「CC・SE」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：火・４時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限,　2020/01/21　２時限　　

山下　広一

◎－－－　概要　－－－◎

大学1年生の、まったくの初心者を対象にしたフランス語で
す。コミュニケーションの土台となる、フランス語の文を組み
立てるさいの決まり、すなわち文法を、体系的に学習する授業
です。具体的には、綴り字のよみ方、名詞につくさまざまな語
の種類とその形の変化、動詞の活用、名詞の代名詞への変換、
といった内容を学習してゆきます。ひとつひとつの規則を、基
本的な文を作る練習問題をとおして定着させ、フランス語検定
5級レベルの能力を一年間で獲得します。フランス語IBととも
に受講することにより、学習効果がいっそう高まります。テキ
スト全１２課を、２回で１課のペースで順に進めます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

初歩的な日常フランス語を理解し、聞き、話し、読み、書くこ
とができる（実用フランス語技能検定試験5～4級レベル）(技
能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：テキストのフランス語を声に出して読んでください。
（45分） 復習：テキストを広げて毎回の授業を振り返り、新た
に覚えたことを整理してください。（45分）　

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

・毎週の学習状況：２０％
・定期試験：８０％
・定期試験を受けないと、成績評価および単位認定ができない
ので、
　必ず前期・後期ともに受験してください。

◎－－－　テキスト　－－－◎

フランス語　ブルー１―トリコロール　文法編―：（著
者）高橋信良、星埜守之、Claire RENOUL：朝日出版
社：1,200円

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）１．イントロダクション　アルファベ　つづり字
記号　母音の発音記号 ２．Vous êtes français ? ① ３．Vous
êtes français ? ② ４．Avez-vous des enfants ? ①５．Avez-
vous des enfants ? ② ６．Qu’est-ce que c’est ? ①７．
Qu’est-ce que c’est ? ②８．中間まとめ９．Tu aimes le
chocolat ? ①１０．Tu aimes le chocolat ? ②１１．Tu viens
avec moi ? ①１２．Tu viens avec moi ? ② １３．Quelle
heure est-il ? ① １４．Quelle heure est-il ? ② １５．前期のま
とめ（後期） １６．前期の復習１７．Vos enfants se lèvent
tôt ? ① １８．Vos enfants se lèvent tôt ? ②１９．As-tu fini tes
devoirs ? ① ２０．As-tu fini tes devoirs ? ②２１．De ces
peintures, laquelle préférez-vous ? ① ２２．De ces peintures,
laquelle préférez-vous ? ②２３．中間まとめ２４．Comment
peut-on aller à la gare ? ① ２５．Comment peut-on aller à la
gare ? ② ２６．Qui est la meilleure actrice du monde ? ① ２
７．Qui est la meilleure actrice du monde ? ② ２８．Tu allais
à l’église tous les dimanches ? ① ２９．Tu allais à l’église
tous les dimanches ? ② ３０．後期のまとめ



2019-SJ00009702-11フランス語ⅠＡ「CB・TA」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：月・３時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限,　2020/01/21　２時限　　

木下　樹親

◎－－－　概要　－－－◎

大学1年生の、まったくの初心者を対象にしたフランス語で
す。コミュニケーションの土台となる、フランス語の文を組み
立てるさいの決まり、すなわち文法を、体系的に学習する授業
です。具体的には、綴り字のよみ方、名詞につくさまざまな語
の種類とその形の変化、動詞の活用、名詞の代名詞への変換、
といった内容を学習してゆきます。ひとつひとつの規則を、基
本的な文を作る練習問題をとおして定着させ、フランス語検定
5級レベルの能力を一年間で獲得します。フランス語IBととも
に受講することにより、学習効果がいっそう高まります。テキ
スト全１２課を、２回で１課のペースで順に進めます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

初歩的な日常フランス語を理解し、聞き、話し、読み、書くこ
とができる（実用フランス語技能検定試験5～4級レベル）(技
能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：テキストのフランス語を声に出して読んでください。
（45分） 復習：テキストを広げて毎回の授業を振り返り、新た
に覚えたことを整理してください。（45分）　

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
・毎週の学習状況（受講状況、復習の小テスト）：40％
・定期試験：60％

◎－－－　テキスト　－－－◎

フランス語　ブルー１―トリコロール　文法編―：（著
者）高橋信良、星埜守之、Claire RENOUL：朝日出版
社：1,200円

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業への積極的な参加が重要です。
毎回、仏和辞典を持参してください（前期初回に紹介しま
す）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）１．イントロダクション　アルファベ　つづり字
記号　母音の発音記号 ２．Vous êtes français ? ① ３．Vous
êtes français ? ② ４．Avez-vous des enfants ? ①５．Avez-
vous des enfants ? ② ６．Qu’est-ce que c’est ? ①７．
Qu’est-ce que c’est ? ②８．中間まとめ９．Tu aimes le
chocolat ? ①１０．Tu aimes le chocolat ? ②１１．Tu viens
avec moi ? ①１２．Tu viens avec moi ? ② １３．Quelle
heure est-il ? ① １４．Quelle heure est-il ? ② １５．前期のま
とめ（後期） １６．前期の復習１７．Vos enfants se lèvent
tôt ? ① １８．Vos enfants se lèvent tôt ? ②１９．As-tu fini tes
devoirs ? ① ２０．As-tu fini tes devoirs ? ②２１．De ces
peintures, laquelle préférez-vous ? ① ２２．De ces peintures,
laquelle préférez-vous ? ②２３．中間まとめ２４．Comment
peut-on aller à la gare ? ① ２５．Comment peut-on aller à la
gare ? ② ２６．Qui est la meilleure actrice du monde ? ① ２
７．Qui est la meilleure actrice du monde ? ② ２８．Tu allais
à l’église tous les dimanches ? ① ２９．Tu allais à l’église
tous les dimanches ? ② ３０．後期のまとめ



2019-SJ00009702-12フランス語ⅠＡ「CF・TK」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：月・５時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限,　2020/01/21　２時限　　

渡邉　佳奈

◎－－－　概要　－－－◎

大学1年生の、まったくの初心者を対象にしたフランス語で
す。コミュニケーションの土台となる、フランス語の文を組み
立てるさいの決まり、すなわち文法を、体系的に学習する授業
です。具体的には、綴り字のよみ方、名詞につくさまざまな語
の種類とその形の変化、動詞の活用、名詞の代名詞への変換、
といった内容を学習してゆきます。ひとつひとつの規則を、基
本的な文を作る練習問題をとおして定着させ、フランス語検定
5級レベルの能力を一年間で獲得します。フランス語IBととも
に受講することにより、学習効果がいっそう高まります。テキ
スト全１２課を、２回で１課のペースで順に進めます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

初歩的な日常フランス語を理解し、聞き、話し、読み、書くこ
とができる（実用フランス語技能検定試験5～4級レベル）(技
能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：テキストのフランス語を声に出して読んでください。
（45分） 復習：テキストを広げて毎回の授業を振り返り、新た
に覚えたことを整理してください。（45分）　

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
・平常点30％(授業態度、学習状況、主にフランス語を聞く
力、話す力を評価)
・定期試験70％(主にフランス語を読む力、書く力を評価)

◎－－－　テキスト　－－－◎

フランス語　ブルー１―トリコロール　文法編―：（著
者）高橋信良、星埜守之、Claire RENOUL：朝日出版
社：1,200円

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業時間外の学習を行って講義に臨んでください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）１．イントロダクション　アルファベ　つづり字
記号　母音の発音記号 ２．Vous êtes français ? ① ３．Vous
êtes français ? ② ４．Avez-vous des enfants ? ①５．Avez-
vous des enfants ? ② ６．Qu’est-ce que c’est ? ①７．
Qu’est-ce que c’est ? ②８．中間まとめ９．Tu aimes le
chocolat ? ①１０．Tu aimes le chocolat ? ②１１．Tu viens
avec moi ? ①１２．Tu viens avec moi ? ② １３．Quelle
heure est-il ? ① １４．Quelle heure est-il ? ② １５．前期のま
とめ（後期） １６．前期の復習１７．Vos enfants se lèvent
tôt ? ① １８．Vos enfants se lèvent tôt ? ②１９．As-tu fini tes
devoirs ? ① ２０．As-tu fini tes devoirs ? ②２１．De ces
peintures, laquelle préférez-vous ? ① ２２．De ces peintures,
laquelle préférez-vous ? ②２３．中間まとめ２４．Comment
peut-on aller à la gare ? ① ２５．Comment peut-on aller à la
gare ? ② ２６．Qui est la meilleure actrice du monde ? ① ２
７．Qui est la meilleure actrice du monde ? ② ２８．Tu allais
à l’église tous les dimanches ? ① ２９．Tu allais à l’église
tous les dimanches ? ② ３０．後期のまとめ



2019-SJ00009702-13フランス語ⅠＡ「SM・SP・SC」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：火・４時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限,　2020/01/21　２時限　　

甲斐　春香

◎－－－　概要　－－－◎

大学1年生の、まったくの初心者を対象にしたフランス語で
す。コミュニケーションの土台となる、フランス語の文を組み
立てるさいの決まり、すなわち文法を、体系的に学習する授業
です。具体的には、綴り字のよみ方、名詞につくさまざまな語
の種類とその形の変化、動詞の活用、名詞の代名詞への変換、
といった内容を学習してゆきます。ひとつひとつの規則を、基
本的な文を作る練習問題をとおして定着させ、フランス語検定
5級レベルの能力を一年間で獲得します。フランス語IBととも
に受講することにより、学習効果がいっそう高まります。テキ
スト全１２課を、２回で１課のペースで順に進めます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

初歩的な日常フランス語を理解し、聞き、話し、読み、書くこ
とができる（実用フランス語技能検定試験5～4級レベル）(技
能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：テキストのフランス語を声に出して読んでください。
（45分） 復習：テキストを広げて毎回の授業を振り返り、新た
に覚えたことを整理してください。（45分）　

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。学習意欲（授業参加、発表、小テス
ト等）:50％、定期試験：50％を目安に、総合的に評価しま
す。

◎－－－　テキスト　－－－◎

フランス語　ブルー１―トリコロール　文法編―：（著
者）高橋信良、星埜守之、Claire RENOUL：朝日出版
社：1,200円

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

この授業では、積極的な取り組みを評価します。
この授業をきっかけに、フランスやフランス文化にも目を
向けてみてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）１．イントロダクション　アルファベ　つづり字
記号　母音の発音記号 ２．Vous êtes français ? ① ３．Vous
êtes français ? ② ４．Avez-vous des enfants ? ①５．Avez-
vous des enfants ? ② ６．Qu’est-ce que c’est ? ①７．
Qu’est-ce que c’est ? ②８．中間まとめ９．Tu aimes le
chocolat ? ①１０．Tu aimes le chocolat ? ②１１．Tu viens
avec moi ? ①１２．Tu viens avec moi ? ② １３．Quelle
heure est-il ? ① １４．Quelle heure est-il ? ② １５．前期のま
とめ（後期） １６．前期の復習１７．Vos enfants se lèvent
tôt ? ① １８．Vos enfants se lèvent tôt ? ②１９．As-tu fini tes
devoirs ? ① ２０．As-tu fini tes devoirs ? ②２１．De ces
peintures, laquelle préférez-vous ? ① ２２．De ces peintures,
laquelle préférez-vous ? ②２３．中間まとめ２４．Comment
peut-on aller à la gare ? ① ２５．Comment peut-on aller à la
gare ? ② ２６．Qui est la meilleure actrice du monde ? ① ２
７．Qui est la meilleure actrice du monde ? ② ２８．Tu allais
à l’église tous les dimanches ? ① ２９．Tu allais à l’église
tous les dimanches ? ② ３０．後期のまとめ



2019-SJ00009703-01フランス語ⅠＢ「LC・LH・LJ・LG・G全」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：金・５時限　　試験時間割：2019/07/31　２時限,　2020/01/25　２時限　　

辻部　大介

◎－－－　概要　－－－◎

大学1年生の、まったくの初心者を対象にしたフランス語で
す。コミュニケーションを主体に、学習者一人ひとりが積極的
に参加していく授業です。日常会話において役に立つ表現をお
ぼえ、さっそくじっさいにこれを使って、単語を入れ替えなが
ら、ペアで、あるいは先生と会話してみる、というステップを
繰り返すことによって、フランス語でのコミュニケーションを
実践します。同時に、基本語彙も少しずつおぼえてゆき、フラ
ンス語検定5～4級レベルの能力を一年間で獲得します。フラン
ス語IAとともに受講することにより、学習効果がいっそう高ま
ります。テキスト全１３課を、２回で１課のペースで順に進め
ます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

初歩的な日常フランス語を理解し、聞き、話し、読み、書くこ
とができる（実用フランス語技能検定試験5～4級レベル）(技
能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：テキストのフランス語を声に出して読んでください。
（45分）復習：テキストを広げて毎回の授業を振り返り、新た
に覚えたことを整理してください。（45分）　

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業時間内の活動（受講態度、フランス語での受け答え、書き
取りテスト等をもとに総合的に評価）40％、定期試験60％の割
合で評価します。試験は実用フランス語検定の筆記試験を模し
た形式により、知識の定着度を測ります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

フランス語　ルージュ１―トリコロール　会話編―：（著
者）Claire RENOUL、高橋信良、星埜守之：朝日出版
社：1,200円

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）１．イントロダクション　文字の読み方（おもな
注意点）２．Moi, c’est Thomas. ① ３．Moi, c’est
Thomas. ② ４．Allons, du courage ! ①５．Allons, du
courage ! ② ６．Mais il n’est pas français. ①７．Mais il
n’est pas français. ②８．中間まとめ９．Ah, voilà Pistache !
①１０．Ah, voilà Pistache ! ②１１．Il y a un chat sur la
table ! ①１２．Il y a un chat sur la table ! ② １３．Maman, je
n’aime pas le noir. ① １４．Maman, je n’aime pas le noir.
② １５．前期のまとめ（後期） １６．前期の復習１７．
Oui, je suis sa fille. ① １８．Oui, je suis sa fille. ②１９．Je
fais des crêpes ! ① ２０．Je fais des crêpes ! ②２１．Et il boit
du lait ? ① ２２．Et il boit du lait ? ②２３．中間まとめ２
４．Tu as l’air fatigué ! ① ２５．Tu as l’air fatigué ! ② ２
６．Tu as de la chance ! ① ２７．Tu as de la chance ! ② ２
８．Tu imagines maman ! ① ２９．Tu imagines maman ! ②
３０．後期のまとめ



2019-SJ00009703-02フランス語ⅠＢ「LP・LE・LA」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：金・５時限　　試験時間割：2019/07/31　２時限,　2020/01/25　２時限　　

渡邉　佳奈

◎－－－　概要　－－－◎

大学1年生の、まったくの初心者を対象にしたフランス語で
す。コミュニケーションを主体に、学習者一人ひとりが積極的
に参加していく授業です。日常会話において役に立つ表現をお
ぼえ、さっそくじっさいにこれを使って、単語を入れ替えなが
ら、ペアで、あるいは先生と会話してみる、というステップを
繰り返すことによって、フランス語でのコミュニケーションを
実践します。同時に、基本語彙も少しずつおぼえてゆき、フラ
ンス語検定5～4級レベルの能力を一年間で獲得します。フラン
ス語IAとともに受講することにより、学習効果がいっそう高ま
ります。テキスト全１３課を、２回で１課のペースで順に進め
ます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

初歩的な日常フランス語を理解し、聞き、話し、読み、書くこ
とができる（実用フランス語技能検定試験5～4級レベル）(技
能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：テキストのフランス語を声に出して読んでください。
（45分）復習：テキストを広げて毎回の授業を振り返り、新た
に覚えたことを整理してください。（45分）　

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
・平常点30％(授業態度、学習状況等、主にフランス語を聞く
力、話す力を評価)
・定期試験70％(主にフランス語を読む力、書く力を評価)

◎－－－　テキスト　－－－◎

フランス語　ルージュ１―トリコロール　会話編―：（著
者）Claire RENOUL、高橋信良、星埜守之：朝日出版
社：1,200円

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業時間外の学習を行って講義に臨んでください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）１．イントロダクション　文字の読み方（おもな
注意点）２．Moi, c’est Thomas. ① ３．Moi, c’est
Thomas. ② ４．Allons, du courage ! ①５．Allons, du
courage ! ② ６．Mais il n’est pas français. ①７．Mais il
n’est pas français. ②８．中間まとめ９．Ah, voilà Pistache !
①１０．Ah, voilà Pistache ! ②１１．Il y a un chat sur la
table ! ①１２．Il y a un chat sur la table ! ② １３．Maman, je
n’aime pas le noir. ① １４．Maman, je n’aime pas le noir.
② １５．前期のまとめ（後期） １６．前期の復習１７．
Oui, je suis sa fille. ① １８．Oui, je suis sa fille. ②１９．Je
fais des crêpes ! ① ２０．Je fais des crêpes ! ②２１．Et il boit
du lait ? ① ２２．Et il boit du lait ? ②２３．中間まとめ２
４．Tu as l’air fatigué ! ① ２５．Tu as l’air fatigué ! ② ２
６．Tu as de la chance ! ① ２７．Tu as de la chance ! ② ２
８．Tu imagines maman ! ① ２９．Tu imagines maman ! ②
３０．後期のまとめ



2019-SJ00009703-03フランス語ⅠＢ「LF1(a)」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・２時限, 木・４時限　　試験時間割：2020/01/27　５時限　　

井関　麻帆

◎－－－　概要　－－－◎

前期『フランス語IA』の続きです。週2回の授業を通して、フ
ランス語の基礎を身につけます。文法事項の説明に加え、発音
練習や聞き取り練習、簡単な会話練習などを行い、総合的なフ
ランス語運用能力を身につけます。また、フランス語圏の文化
にも適宜触れながら、適切な表現（ジェスチャーも含む）を適
切な場面で使えるようになることを目指します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①基礎レベルのフランス語の語彙を身につけ、文法を理解して
いる。(知識・理解)

②実用フランス語技能検定試験3級レベルのフランス語能力を
有する。(技能)

③フランス語やフランス語圏の文化に日常的に関心を持つよう
になる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次回の授業範囲を予習しておいてください。（60分）

復習：毎回授業の最初に小テストを実施して、前回の授業内容
が理解できているかどうかを確認します。テキストに出てきた
単語や表現を暗記しておいてください。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

・平常点（授業参加度、小テスト等）40%（到達目標①③）
・定期試験60%（到達目標②）

◎－－－　テキスト　－－－◎

伊勢晃・谷口千賀子著『ヴワラ！』（早美出版社） 2,100
円 / ISBN 978-4-86042-047-5

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

辞書を必ず持参してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1-3　目的語代名詞，強勢形代名詞
4-6　代名動詞
7-9　半過去形，大過去形
10-12　疑問詞を用いた疑問文
13-15　関係代名詞
16-18　中性代名詞，代名詞の語順
19-21　単純未来形，前未来形
22-24　現在分詞，ジェロンディフ，受動態
25-27　条件法
28-29　接続法
30　まとめと復習



2019-SJ00009703-04フランス語ⅠＢ「LF1(b)」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・４時限, 木・２時限　　試験時間割：2020/01/27　５時限　　

小池　美穂

◎－－－　概要　－－－◎

前期『フランス語IA』の続きです。週2回の授業を通して、フ
ランス語文法の基礎を身につけます。文法の説明に加え、発音
練習や聞き取り練習なども行い、フランス語の総合的な運用能
力を身につけることを目標とします。また、フランス語圏の文
化にも適宜触れながら、適切な表現（ジェスチャーも含む）を
適切な場面で使えるようになることを目指します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

テキストで扱うフランス語文法の基礎を理解し、運用すること
ができる。(知識・理解)

フランス語を正しく読み書きできる。(技能)

フランス語を使って自分のことや身の回りのことを表現でき
る。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次回の授業範囲を予習し、単語の意味を辞書で調べてお
いてください。
復習：毎回授業の最初に、前回の授業内容が理解できているか
どうかを確認するための小テストを実施します。テキストに出
てきた単語や表現、文章を暗記しておいてください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
評価基準：フランス語文法の基礎を理解し、正しく運用できて
いるかどうかを評価の基準とします。
評価方法：平常点（授業参加度、小テスト等）40%、定期試験
60%を目安に、総合的に評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

伊勢晃・谷口千賀子著『ヴワラ！』（早美出版社）2,100
円 / ISBN978-4-86042-047-5

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

継続的に出席することが非常に重要です。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1-3　目的語代名詞，強勢形代名詞
4-6　代名動詞
7-9　半過去形，大過去形
10-12　疑問詞を用いた疑問文
13-15　関係代名詞
16-18　中性代名詞，代名詞の語順
19-21　単純未来形，前未来形
22-24　現在分詞，ジェロンディフ，受動態
25-27　条件法
28-29　接続法
30　まとめと復習



2019-SJ00009703-06フランス語ⅠＢ「JJ6-10・TM・TE」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：木・３時限　　試験時間割：2019/07/31　２時限,　2020/01/25　２時限　　

川島　浩一郎

◎－－－　概要　－－－◎

大学1年生の、まったくの初心者を対象にしたフランス語で
す。コミュニケーションを主体に、学習者一人ひとりが積極的
に参加していく授業です。日常会話において役に立つ表現をお
ぼえ、さっそくじっさいにこれを使って、単語を入れ替えなが
ら、ペアで、あるいは先生と会話してみる、というステップを
繰り返すことによって、フランス語でのコミュニケーションを
実践します。同時に、基本語彙も少しずつおぼえてゆき、フラ
ンス語検定5～4級レベルの能力を一年間で獲得します。フラン
ス語IAとともに受講することにより、学習効果がいっそう高ま
ります。テキスト全１３課を、２回で１課のペースで順に進め
ます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

初歩的な日常フランス語を理解し、聞き、話し、読み、書くこ
とができる（実用フランス語技能検定試験5～4級レベル）(技
能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：テキストのフランス語を声に出して読んでください。
（45分）復習：テキストを広げて毎回の授業を振り返り、新た
に覚えたことを整理してください。（45分）　

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
方法定期試験については、教科書で学んだ例文を理解および使
用できることを評価の基準とします。授業参加の姿勢について
は、授業に積極的に参加していることを評価の基準とします。
割合定期試験60%、授業参加の姿勢40%で総合的に評価しま
す。

◎－－－　テキスト　－－－◎

フランス語　ルージュ１―トリコロール　会話編―：（著
者）Claire RENOUL、高橋信良、星埜守之：朝日出版
社：1,200円

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業に継続的に出席することが、非常に重要です。2回の
遅刻を1回の欠席に換算します。授業の撮影や録音を、原
則、禁止します。適切にノートをとることも、授業参加の
一部分だからです。座席を指定することがありますので、
その場合は指示に従ってください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）１．イントロダクション　文字の読み方（おもな
注意点）２．Moi, c’est Thomas. ① ３．Moi, c’est
Thomas. ② ４．Allons, du courage ! ①５．Allons, du
courage ! ② ６．Mais il n’est pas français. ①７．Mais il
n’est pas français. ②８．中間まとめ９．Ah, voilà Pistache !
①１０．Ah, voilà Pistache ! ②１１．Il y a un chat sur la
table ! ①１２．Il y a un chat sur la table ! ② １３．Maman, je
n’aime pas le noir. ① １４．Maman, je n’aime pas le noir.
② １５．前期のまとめ（後期） １６．前期の復習１７．
Oui, je suis sa fille. ① １８．Oui, je suis sa fille. ②１９．Je
fais des crêpes ! ① ２０．Je fais des crêpes ! ②２１．Et il boit
du lait ? ① ２２．Et il boit du lait ? ②２３．中間まとめ２
４．Tu as l’air fatigué ! ① ２５．Tu as l’air fatigué ! ② ２
６．Tu as de la chance ! ① ２７．Tu as de la chance ! ② ２
８．Tu imagines maman ! ① ２９．Tu imagines maman ! ②
３０．後期のまとめ



2019-SJ00009703-07フランス語ⅠＢ「JB・TC」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：木・２時限　　試験時間割：2019/07/31　２時限,　2020/01/25　２時限　　

井関　麻帆

◎－－－　概要　－－－◎

大学1年生の、まったくの初心者を対象にしたフランス語で
す。コミュニケーションを主体に、学習者一人ひとりが積極的
に参加していく授業です。日常会話において役に立つ表現をお
ぼえ、さっそくじっさいにこれを使って、単語を入れ替えなが
ら、ペアで、あるいは先生と会話してみる、というステップを
繰り返すことによって、フランス語でのコミュニケーションを
実践します。同時に、基本語彙も少しずつおぼえてゆき、フラ
ンス語検定5～4級レベルの能力を一年間で獲得します。フラン
ス語IAとともに受講することにより、学習効果がいっそう高ま
ります。テキスト全１３課を、２回で１課のペースで順に進め
ます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

初歩的な日常フランス語を理解し、聞き、話し、読み、書くこ
とができる（実用フランス語技能検定試験5～4級レベル）(技
能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：テキストのフランス語を声に出して読んでください。
（45分）復習：テキストを広げて毎回の授業を振り返り、新た
に覚えたことを整理してください。（45分）　

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
・平常点（授業参加度、小テスト等）40％
・定期試験60％

◎－－－　テキスト　－－－◎

フランス語　ルージュ１―トリコロール　会話編―：（著
者）Claire RENOUL、高橋信良、星埜守之：朝日出版
社：1,200円

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）１．イントロダクション　文字の読み方（おもな
注意点）２．Moi, c’est Thomas. ① ３．Moi, c’est
Thomas. ② ４．Allons, du courage ! ①５．Allons, du
courage ! ② ６．Mais il n’est pas français. ①７．Mais il
n’est pas français. ②８．中間まとめ９．Ah, voilà Pistache !
①１０．Ah, voilà Pistache ! ②１１．Il y a un chat sur la
table ! ①１２．Il y a un chat sur la table ! ② １３．Maman, je
n’aime pas le noir. ① １４．Maman, je n’aime pas le noir.
② １５．前期のまとめ（後期） １６．前期の復習１７．
Oui, je suis sa fille. ① １８．Oui, je suis sa fille. ②１９．Je
fais des crêpes ! ① ２０．Je fais des crêpes ! ②２１．Et il boit
du lait ? ① ２２．Et il boit du lait ? ②２３．中間まとめ２
４．Tu as l’air fatigué ! ① ２５．Tu as l’air fatigué ! ② ２
６．Tu as de la chance ! ① ２７．Tu as de la chance ! ② ２
８．Tu imagines maman ! ① ２９．Tu imagines maman ! ②
３０．後期のまとめ



2019-SJ00009703-08フランス語ⅠＢ「TL」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：水・３時限　　試験時間割：2019/07/31　２時限,　2020/01/25　２時限　　

ボシール，ジャン　クロード

◎－－－　概要　－－－◎

大学1年生の、まったくの初心者を対象にしたフランス語で
す。コミュニケーションを主体に、学習者一人ひとりが積極的
に参加していく授業です。日常会話において役に立つ表現をお
ぼえ、さっそくじっさいにこれを使って、単語を入れ替えなが
ら、ペアで、あるいは先生と会話してみる、というステップを
繰り返すことによって、フランス語でのコミュニケーションを
実践します。同時に、基本語彙も少しずつおぼえてゆき、フラ
ンス語検定5～4級レベルの能力を一年間で獲得します。フラン
ス語IAとともに受講することにより、学習効果がいっそう高ま
ります。
テキスト全１３課を、２回で１課のペースで順に進めます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

初歩的な日常フランス語を理解し、聞き、話し、読み、書くこ
とができる（実用フランス語技能検定試験5～4級レベル）(技
能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：テキストのフランス語を声に出して読んでください。
（45分）
復習：テキストを広げて毎回の授業を振り返り、新たに覚えた
ことを整理してください。（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
原則として定期試験を６割、授業態度（積極的参加）を４割。

◎－－－　テキスト　－－－◎

フランス語　ルージュ１―トリコロール　会話編―：（著
者）Claire RENOUL、高橋信良、星埜守之：朝日出版
社：1,200円

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

平常の授業への参加が重要です。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）
１．イントロダクション　文字の読み方（おもな注意点）
２．Moi, c’est Thomas. ①
３．Moi, c’est Thomas. ②
４．Allons, du courage ! ①
５．Allons, du courage ! ②
６．Mais il n’est pas français. ①
７．Mais il n’est pas français. ②
８．中間まとめ
９．Ah, voilà Pistache ! ①
１０．Ah, voilà Pistache ! ②
１１．Il y a un chat sur la table ! ①
１２．Il y a un chat sur la table ! ②
１３．Maman, je n’aime pas le noir. ①
１４．Maman, je n’aime pas le noir. ②
１５．前期のまとめ
（後期）
１６．前期の復習
１７．Oui, je suis sa fille. ①
１８．Oui, je suis sa fille. ②
１９．Je fais des crêpes ! ①
２０．Je fais des crêpes ! ②
２１．Et il boit du lait ? ①
２２．Et il boit du lait ? ②
２３．中間まとめ
２４．Tu as l’air fatigué ! ①
２５．Tu as l’air fatigué ! ②
２６．Tu as de la chance ! ①
２７．Tu as de la chance ! ②
２８．Tu imagines maman ! ①
２９．Tu imagines maman ! ②
３０．後期のまとめ



2019-SJ00009703-09フランス語ⅠＢ「E全・P全」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：木・１時限　　試験時間割：2019/07/31　２時限,　2020/01/25　２時限　　

事務室

◎－－－　概要　－－－◎

大学1年生の、まったくの初心者を対象にしたフランス語で
す。コミュニケーションを主体に、学習者一人ひとりが積極的
に参加していく授業です。日常会話において役に立つ表現をお
ぼえ、さっそくじっさいにこれを使って、単語を入れ替えなが
ら、ペアで、あるいは先生と会話してみる、というステップを
繰り返すことによって、フランス語でのコミュニケーションを
実践します。同時に、基本語彙も少しずつおぼえてゆき、フラ
ンス語検定5～4級レベルの能力を一年間で獲得します。フラン
ス語IAとともに受講することにより、学習効果がいっそう高ま
ります。テキスト全１３課を、２回で１課のペースで順に進め
ます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

初歩的な日常フランス語を理解し、聞き、話し、読み、書くこ
とができる（実用フランス語技能検定試験5～4級レベル）(技
能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：テキストのフランス語を声に出して読んでください。
（45分）復習：テキストを広げて毎回の授業を振り返り、新た
に覚えたことを整理してください。（45分）　

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
平常点(授業参加、小テスト、読み、暗唱テスト等）３０％と
定期試験７０％を総合して評価し、６０点以上を可とします。
６０～６０点をD,７０～７９点をC,８０～８９点をB,９０点以
上をAとします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

フランス語　ルージュ１―トリコロール　会話編―：（著
者）Claire RENOUL、高橋信良、星埜守之：朝日出版
社：1,200円

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

語学学習には、継続して学ぶことが不可欠です。遅刻欠席
をしないよう心掛けてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）１．イントロダクション　文字の読み方（おもな
注意点）２．Moi, c’est Thomas. ① ３．Moi, c’est
Thomas. ② ４．Allons, du courage ! ①５．Allons, du
courage ! ② ６．Mais il n’est pas français. ①７．Mais il
n’est pas français. ②８．中間まとめ９．Ah, voilà Pistache !
①１０．Ah, voilà Pistache ! ②１１．Il y a un chat sur la
table ! ①１２．Il y a un chat sur la table ! ② １３．Maman, je
n’aime pas le noir. ① １４．Maman, je n’aime pas le noir.
② １５．前期のまとめ（後期） １６．前期の復習１７．
Oui, je suis sa fille. ① １８．Oui, je suis sa fille. ②１９．Je
fais des crêpes ! ① ２０．Je fais des crêpes ! ②２１．Et il boit
du lait ? ① ２２．Et il boit du lait ? ②２３．中間まとめ２
４．Tu as l’air fatigué ! ① ２５．Tu as l’air fatigué ! ② ２
６．Tu as de la chance ! ① ２７．Tu as de la chance ! ② ２
８．Tu imagines maman ! ① ２９．Tu imagines maman ! ②
３０．後期のまとめ



2019-SJ00009703-10フランス語ⅠＢ「CC・SE」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：金・１時限　　試験時間割：2019/07/31　２時限,　2020/01/25　２時限　　

テクセラ，ヴァンサン

◎－－－　概要　－－－◎

大学1年生の、まったくの初心者を対象にしたフランス語で
す。コミュニケーションを主体に、学習者一人ひとりが積極的
に参加していく授業です。日常会話において役に立つ表現をお
ぼえ、さっそくじっさいにこれを使って、単語を入れ替えなが
ら、ペアで、あるいは先生と会話してみる、というステップを
繰り返すことによって、フランス語でのコミュニケーションを
実践します。同時に、基本語彙も少しずつおぼえてゆき、フラ
ンス語検定5～4級レベルの能力を一年間で獲得します。フラン
ス語IAとともに受講することにより、学習効果がいっそう高ま
ります。テキスト全１３課を、２回で１課のペースで順に進め
ます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

初歩的な日常フランス語を理解し、聞き、話し、読み、書くこ
とができる（実用フランス語技能検定試験5～4級レベル）(技
能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：テキストのフランス語を声に出して読んでください。
（45分）復習：テキストを広げて毎回の授業を振り返り、新た
に覚えたことを整理してください。（45分）　

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。授業態度・授業参加25%、提出物
（宿題）25%、定期試験50%を目安として成績評価をします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

フランス語　ルージュ１―トリコロール　会話編―：（著
者）Claire RENOUL、高橋信良、星埜守之：朝日出版
社：1,200円
ISBN 978-4-255-35238-1

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

単位取得には日頃の授業への参加とテスト結果の両方が必
要です。会話の授業ですから、受身な受講でなく、積極的
に授業に参加してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）１．イントロダクション　文字の読み方（おもな
注意点）２．Moi, c’est Thomas. ① ３．Moi, c’est
Thomas. ② ４．Allons, du courage ! ①５．Allons, du
courage ! ② ６．Mais il n’est pas français. ①７．Mais il
n’est pas français. ②８．中間まとめ９．Ah, voilà Pistache !
①１０．Ah, voilà Pistache ! ②１１．Il y a un chat sur la
table ! ①１２．Il y a un chat sur la table ! ② １３．Maman, je
n’aime pas le noir. ① １４．Maman, je n’aime pas le noir.
② １５．前期のまとめ（後期） １６．前期の復習１７．
Oui, je suis sa fille. ① １８．Oui, je suis sa fille. ②１９．Je
fais des crêpes ! ① ２０．Je fais des crêpes ! ②２１．Et il boit
du lait ? ① ２２．Et il boit du lait ? ②２３．中間まとめ２
４．Tu as l’air fatigué ! ① ２５．Tu as l’air fatigué ! ② ２
６．Tu as de la chance ! ① ２７．Tu as de la chance ! ② ２
８．Tu imagines maman ! ① ２９．Tu imagines maman ! ②
３０．後期のまとめ



2019-SJ00009703-11フランス語ⅠＢ「CB・TA」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：水・２時限　　試験時間割：2019/07/31　２時限,　2020/01/25　２時限　　

桑原　隆行

◎－－－　概要　－－－◎

大学1年生の、まったくの初心者を対象にしたフランス語で
す。コミュニケーションを主体に、学習者一人ひとりが積極的
に参加していく授業です。日常会話において役に立つ表現をお
ぼえ、さっそくじっさいにこれを使って、単語を入れ替えなが
ら、ペアで、あるいは先生と会話してみる、というステップを
繰り返すことによって、フランス語でのコミュニケーションを
実践します。同時に、基本語彙も少しずつおぼえてゆき、フラ
ンス語検定5～4級レベルの能力を一年間で獲得します。フラン
ス語IAとともに受講することにより、学習効果がいっそう高ま
ります。テキスト全１３課を、２回で１課のペースで順に進め
ます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

初歩的な日常フランス語を理解し、聞き、話し、読み、書くこ
とができる（実用フランス語技能検定試験5～4級レベル）(技
能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：テキストのフランス語を声に出して読んでください。
（45分）復習：テキストを広げて毎回の授業を振り返り、新た
に覚えたことを整理してください。（45分）　

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、授業参加度、レポート、前期後期の定期試験の結果
を基にして総合的に判断して、評価点を出します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

フランス語　ルージュ１―トリコロール　会話編―：（著
者）Claire RENOUL、高橋信良、星埜守之：朝日出版
社：1,200円

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

予め与えられる課題にしっかり取り組んだ上で、授業に臨
んでください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）１．イントロダクション　文字の読み方（おもな
注意点）２．Moi, c’est Thomas. ① ３．Moi, c’est
Thomas. ② ４．Allons, du courage ! ①５．Allons, du
courage ! ② ６．Mais il n’est pas français. ①７．Mais il
n’est pas français. ②８．中間まとめ９．Ah, voilà Pistache !
①１０．Ah, voilà Pistache ! ②１１．Il y a un chat sur la
table ! ①１２．Il y a un chat sur la table ! ② １３．Maman, je
n’aime pas le noir. ① １４．Maman, je n’aime pas le noir.
② １５．前期のまとめ（後期） １６．前期の復習１７．
Oui, je suis sa fille. ① １８．Oui, je suis sa fille. ②１９．Je
fais des crêpes ! ① ２０．Je fais des crêpes ! ②２１．Et il boit
du lait ? ① ２２．Et il boit du lait ? ②２３．中間まとめ２
４．Tu as l’air fatigué ! ① ２５．Tu as l’air fatigué ! ② ２
６．Tu as de la chance ! ① ２７．Tu as de la chance ! ② ２
８．Tu imagines maman ! ① ２９．Tu imagines maman ! ②
３０．後期のまとめ



2019-SJ00009703-12フランス語ⅠＢ「CF・TK」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：木・４時限　　試験時間割：2019/07/31　２時限,　2020/01/25　２時限　　

河野　敦子

◎－－－　概要　－－－◎

大学1年生の、まったくの初心者を対象にしたフランス語で
す。コミュニケーションを主体に、学習者一人ひとりが積極的
に参加していく授業です。日常会話において役に立つ表現をお
ぼえ、さっそくじっさいにこれを使って、単語を入れ替えなが
ら、ペアで、あるいは先生と会話してみる、というステップを
繰り返すことによって、フランス語でのコミュニケーションを
実践します。同時に、基本語彙も少しずつおぼえてゆき、フラ
ンス語検定5～4級レベルの能力を一年間で獲得します。フラン
ス語IAとともに受講することにより、学習効果がいっそう高ま
ります。テキスト全１３課を、２回で１課のペースで順に進め
ます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

初歩的な日常フランス語を理解し、聞き、話し、読み、書くこ
とができる（実用フランス語技能検定試験5～4級レベル）(技
能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：テキストのフランス語を声に出して読んでください。
（45分）復習：テキストを広げて毎回の授業を振り返り、新た
に覚えたことを整理してください。（45分）　

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

フランス語による「聞く・話す」「読む・書く」という基礎的
コミュニケーション能力がどれくらい身についたかを評価基準
とします。
定期試験 60% ＋ 口頭試験 20% ＋ ミニ・テスト 10% ＋ レポー
ト 10% ＝ 100%
定期試験（筆記試験）は前期と後期の平均点から60%（最高60
点）、
口頭試験は授業中に行う暗唱テスト（最高20点）、
ミニ・テストは毎回の授業中に行う簡単な会話文の暗唱などを
総合評価（最高10点）、
レポートはフランスに関する内容でA4用紙６枚以上、表紙に具
体的なテーマ・学籍番号・氏名・参考文献（書名・著者名・出
版社・発行年など）を記入し、学び得た結論を作成し、後期初
日の授業中に綴じて提出することで10点。
春季６月もしくは秋季１１月の仏検において５級以上に合格し
た場合は総合評価に10点加点します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

フランス語　ルージュ１―トリコロール　会話編―：（著
者）Claire RENOUL、高橋信良、星埜守之：朝日出版
社：1,200円

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

遅刻・欠席をせず、クラスでの会話練習などを積極的に楽
しみ、毎週フランス語で伝えることができることを増やし
ましょう。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）１．イントロダクション　文字の読み方（おもな
注意点）２．Moi, c’est Thomas. ① ３．Moi, c’est
Thomas. ② ４．Allons, du courage ! ①５．Allons, du
courage ! ② ６．Mais il n’est pas français. ①７．Mais il
n’est pas français. ②８．中間まとめ９．Ah, voilà Pistache !
①１０．Ah, voilà Pistache ! ②１１．Il y a un chat sur la
table ! ①１２．Il y a un chat sur la table ! ② １３．Maman, je
n’aime pas le noir. ① １４．Maman, je n’aime pas le noir.
② １５．前期のまとめ（後期） １６．前期の復習１７．
Oui, je suis sa fille. ① １８．Oui, je suis sa fille. ②１９．Je
fais des crêpes ! ① ２０．Je fais des crêpes ! ②２１．Et il boit
du lait ? ① ２２．Et il boit du lait ? ②２３．中間まとめ２
４．Tu as l’air fatigué ! ① ２５．Tu as l’air fatigué ! ② ２
６．Tu as de la chance ! ① ２７．Tu as de la chance ! ② ２
８．Tu imagines maman ! ① ２９．Tu imagines maman ! ②
３０．後期のまとめ



2019-SJ00009703-13フランス語ⅠＢ「SM・SP・SC」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：金・１時限　　試験時間割：2019/07/31　２時限,　2020/01/25　２時限　　

山本　崇代

◎－－－　概要　－－－◎

大学1年生の、まったくの初心者を対象にしたフランス語で
す。コミュニケーションを主体に、学習者一人ひとりが積極的
に参加していく授業です。日常会話において役に立つ表現をお
ぼえ、さっそくじっさいにこれを使って、単語を入れ替えなが
ら、ペアで、あるいは先生と会話してみる、というステップを
繰り返すことによって、フランス語でのコミュニケーションを
実践します。同時に、基本語彙も少しずつおぼえてゆき、フラ
ンス語検定5～4級レベルの能力を一年間で獲得します。フラン
ス語IAとともに受講することにより、学習効果がいっそう高ま
ります。
テキスト全１３課を、２回で１課のペースで順に進めます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

初歩的な日常フランス語を理解し、聞き、話し、読み、書くこ
とができる（実用フランス語技能検定試験5～4級レベル）(技
能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：テキストのフランス語を声に出して読んでください。
復習：テキストを広げて毎回の授業を振り返り、新たに覚えた
ことを整理してください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
1) 評価基準
テキストで学習したフランス語を正確に発音し、ペアやグルー
プで日常フランス語を練習、応用できることを評価の基準とす
る。

2)評価方法
- 定期試験：初歩的な日常会話で必要な表現が習得できている
かを評価する。
- オラルテスト：前期、後期の授業内で実施します。学習した
フランス語を正しく発音できているかを評価します。
- 授業への積極的参加：ペアやグループでの会話練習を積極的
に行っているかを評価します。

3)割合
定期試験の成績を40%、授業内でのオラルテストを10%、授業
への積極的参加を50%で評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

フランス語　ルージュ１―トリコロール　会話編―：（著
者）Claire RENOUL、高橋信良、星埜守之：朝日出版
社：1,200円

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）
１．イントロダクション　文字の読み方（おもな注意点）
２．Moi, c’est Thomas. ①
３．Moi, c’est Thomas. ②
４．Allons, du courage ! ①
５．Allons, du courage ! ②
６．Mais il n’est pas français. ①
７．Mais il n’est pas français. ②
８．中間まとめ
９．Ah, voilà Pistache ! ①
１０．Ah, voilà Pistache ! ②
１１．Il y a un chat sur la table ! ①
１２．Il y a un chat sur la table ! ②
１３．Maman, je n’aime pas le noir. ①
１４．Maman, je n’aime pas le noir. ②
１５．前期のまとめ
（後期）
１６．前期の復習
１７．Oui, je suis sa fille. ①
１８．Oui, je suis sa fille. ②
１９．Je fais des crêpes ! ①
２０．Je fais des crêpes ! ②
２１．Et il boit du lait ? ①
２２．Et il boit du lait ? ②
２３．中間まとめ
２４．Tu as l’air fatigué ! ①
２５．Tu as l’air fatigué ! ②
２６．Tu as de la chance ! ①
２７．Tu as de la chance ! ②
２８．Tu imagines maman ! ①
２９．Tu imagines maman ! ②
３０．後期のまとめ



2019-SJ00009712-01フランス語ⅡＡ「LC・LE」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：火・１時限　　試験時間割：2019/07/24　２時限,　2020/01/16　２時限　　

原田　裕里

◎－－－　概要　－－－◎

フランス語ⅠＡで学んだ文法を、主語人称代名詞や基本動詞か
ら復習していきます。後期の最後には一年次には学ばなかった
条件法や接続法まで進み、一年間でフランス語の基本的文法を
一通り学習します。フランス語ⅡＢ（コミュニケーション）と
併せて履修することで、総合的なフランス語力の向上を目指し
ます。
フランス映画などの映像も用いて、楽しく学んでいきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

基礎的なフランス語を理解し、平易なフランス語を聞き、話
し、読み、書くことができる（実用フランス語技能検定試験4
～3級レベル）(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習 : 事前にテキストの文法説明を読み、覚えているかどうか
を確認。１年生の時の文法ノートにも目を通してみましょう。
（45分）
復習 : 授業のノートに再度目を通し、例文等を理解できている
か確認します。テキストの練習問題を繰り返し解くのもお勧め
です。（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

①平常点 : 30点【学習状況など（熱心に取り組んでいるかどう
かを重視）】
②ペーパーテスト : 70点【小テスト数回（40点）＋定期試験
（30点）】

※平成31年度中に実用フランス語技能検定試験（何級でも可。
受験は任意）に合格した場合は、上記成績に10点加算。

◎－－－　テキスト　－－－◎

ピエールとユゴー［三訂版］（DVD付）:（著者）小笠原
洋子 : 白水社 : 2,500円

◎－－－　参考書　－－－◎

プチ・ロワイヤル仏和辞典　第４版：（著者）倉方秀憲
編：旺文社：3,800円　ISBN 9784010753095

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

仏和辞書は上記以外のものでも構いません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）
１．ガイダンス　主語人称代名詞　動詞 être
２．不定冠詞　名詞の性と数　数詞（0～10）
３．形容詞の性と数　動詞 avoir
４．定冠詞　-er 動詞
５．否定文
６．指示形容詞　動詞 faire / descendre
７．疑問文　数詞（11～40）
８．前半まとめ
９．動詞 aller / venir　前置詞と定冠詞の縮約
１０．命令形　
１１．所有形容詞　数詞（41～100）
１２．強勢形人称代名詞　疑問形容詞
１３．部分冠詞　-ir 動詞
１４．非人称構文　
１５．前期まとめ
（後期）
１６．直接目的語の人称代名詞　動詞 pouvoir
１７．動詞 prendre　間接目的語の人称代名詞　
１８．代名動詞の直説法現在
１９．近接未来　近接過去
２０．中性代名詞
２１．比較級
２２．最上級
２３．前半まとめ
２４．直説法複合過去(1)
２５．直説法複合過去(2)
２６．半過去　大過去
２７．単純未来　前未来
２８．条件法現在　条件法過去
２９．接続法現在　接続法過去
３０．後期まとめ



2019-SJ00009712-02フランス語ⅡＡ「LH・LJ・LP・LG・LA」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：火・１時限　　試験時間割：2019/07/24　２時限,　2020/01/16　２時限　　

河野　敦子

◎－－－　概要　－－－◎

二人の主人公ピエールとユゴーという中学生の自然な生活を通
してフランスでの生活や文化に触れながら、フランス語 ⅠA で
習得した「聞く・話す」「読む・書く」ために必要な文法と発
音の基礎を固め、さらに日常生活を豊かにする文法項目・表現
を新しく身につけます。毎回学んだばかりのフランス語をコ
ミュニケーション・ツールとして会話練習で使ってみます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

フランス語圏で使える総合的なコミュニケーション能力を培う
ことが目的です。(知識・理解)

６月と１１月に行われる仏検での４級・３級合格を目指しま
す。(技能)

フランス語圏を一人で旅行できるようになることを目標としま
しょう。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

必ず予習をし（１年生の時のテキストやノートを駆使し、わか
らない単語は辞書を利用して調べておきます。）、これから何
を学ぶのかを確認します。予習の段階でわからなかったことは
授業で解決します。また、授業で学んだことは必ずその日のう
ちに１度見直し、復習することによって確実に身につけましょ
う。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

フランス語による「聞く・話す」「読む・書く」という基礎的
コミュニケーション能力がどれくらい身についたかを評価基準
とします。
定期試験 60% ＋ 口頭試験 20% ＋ ミニ・テスト 10% ＋ レポー
ト 10% ＝ 100%
定期試験（筆記試験）は前期と後期の平均点から60%（最高60
点）、
口頭試験は29回目の授業中に行う暗唱テスト（最高20点）、
ミニ・テストは毎回の授業中に行う簡単な会話文の暗唱などを
総合評価（最高10点）、
レポートはフランスに関する内容でA4用紙６枚以上、表紙に具
体的なテーマ・学籍番号・氏名・参考文献（書名・著者名・出
版社・発行年など）を記入し、学び得た結論を作成し、後期初
日の授業中に綴じて提出することで10点。
春季６月もしくは秋季１１月の仏検において４級以上に合格し
た場合は総合評価に10点加点します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

小笠原洋子『ピエールとユゴー [３訂版]（DVD付）』　白
水社　2019年　2500円
ISBN978-4-560-06130-5

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

遅刻・欠席をせず、クラスでの会話練習などを積極的に楽
しみ、毎週フランス語で伝えることができることを増やし
ましょう。

◎－－－　授業計画　－－－◎

前期
 1. オリエンテーション：L1～L10；Dialogue
 2. フランス語で足し算と引き算をしよう。
 3. 挨拶をして、自己紹介をしましょう。
 4. L1：国籍を教えあう。
 5. L2：欲しいものがあるか尋ねる。
 6. L3：何語を話せるか聞いてみる。
 7. L4：どちらのホテルの方が好きか伝える。
 8. L5：大学へ行く交通手段を教える。
 9. L6：家族の紹介をする。
10. L7：旅行で使える表現を覚えよう。
11. L8：時間を尋ねる。
12. L9：お昼に何を食べるのか話す。
13. L10：今したこととこれからすること。
14. 道案内をしよう。
15. デパートでお買い物をしよう。
後期
16. オリエンテーション：後期の学習について
17. L11：1番おいしい葡萄酒を探そう。
18. L12：昨日したことを話そう。
19. L13：日記をつけよう。
20. L14：子供の頃の話をしよう。
21. L15：明日の天気を尋ねよう。
22. L16：休暇でしたいことを話そう。
23. L17：願いを語ろう。
24. L18：思いつくままに言ってみよう。
25. 暗唱テストの準備
26. L11～L14：Dialogue
27. L15～L18：Dialogue
28. レストランに入ってみよう。
29. 暗唱テスト
30. まとめ



2019-SJ00009712-03フランス語ⅡＡ「LF1(a)」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：水・２時限　　試験時間割：2019/07/25　５時限,　2020/01/20　５時限　　

辻部　大介

◎－－－　概要　－－－◎

フランスの歌を教材に用いて、フランス語の発音にみがきをか
けるとともに、辞書を引きながら文意を正確に読みとる練習を
します。また、１年次のフランス語IA・IBで学んだ文法の知識
を確実に運用できるようになるため、与えられた文を変換して
ちがう文を作る「構文練習」を繰り返し行います。より早く、
より正確に文を作る練習を積み重ねることで、会話、聞き取
り、読解、作文のすべてにおいて、フランス語運用能力の向上
がはかられます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

フランス語の基本的構文を理解している。(知識・理解)

与えられた構文を元に、単語を入れ替えて、正しいフランス語
の文を作ることができる。(技能)

正確さを重んじる志向性を有している。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回、授業でやったことをふりかえる、１時間ほどでできる宿
題を出しますので、これを復習にあててください（60分）。加
えて、授業でいっしょに歌詞を読んだ歌の音源を繰り返し聞
き、歌えるようになるまで練習してください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

宿題の提出状況30％、定期試験70％の割合で評価します。試験
では、テキストで練習した作文（単語を入れ替えての文の書き
換えおよび和文仏訳）の能力がどれだけ定着し、すらすら正確
に書けるようになっているかを測ります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

辻部亮子『フランス語構文練習帳』駿河台出版社

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

仏和辞典（電子辞書は不可）を毎回持参してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.　イントロダクション
2.　Tous les garçons et les filles
3.　Il est cinq heures, Paris s'éveille
4.　C'est une bossa nova
5.　C'est un rocker
6.　Avril en octobre
7.　Le Sud
8.　Regarde-moi
9.　Rebonjour
10.　Les histoires d'A
11.　L'amour et l'amitié
12.　Jamais assez loin
13.　Cécile, ma fille
14.　Des mots simples
15.　前期のまとめ
16.　前期の復習
17.　Barbara
18.　La solitude
19.　Qui a le droit
20.　T'en va pas
21.　Il te suffisait que je t'aime
22.　Quoi
23.　Le testament
24.　La noyée
25.　Tombé du ciel
26.　Epilogue
27.　Foule sentimentale
28.　C'est une belle journée
29.　On verra
30.　後期のまとめ



2019-SJ00009712-04フランス語ⅡＡ「LF1(b)」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：金・２時限　　試験時間割：2019/07/25　５時限,　2020/01/20　５時限　　

山本　大地

◎－－－　概要　－－－◎

本講義では、一年次のフランス語IA・IBにおいて学んだ文法事
項を確認したうえで、その発展的内容の習得を目指す。文法事
項を理解し、口頭練習、筆記練習を繰り返すことで、知識の定
着を図る。毎回の講義で前回の内容に関する小テストを行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

中級レベルのフランス語の語彙・文法を理解している。(知
識・理解)

中級レベルのフランス語の４技能（話す・聞く・書く・読む）
を身に着けている。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の課の文法事項に目を通し、理解できている点、でき
ていない点を確認しておく。(30分)
復習：毎回の授業で学んだことを覚える。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業で学んだ文法事項、およびそれにかかわる語彙を使いこな
すことができるかどうかを評価の基準とする。
評価方法は、毎回の授業で行う小テスト40％、定期試験60％と
する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

新・フランス語文法三訂版（春木仁孝ほか著）朝日出版社

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・欠席は減点の対象とする。特に講義の全回数の3分の1に
あたる5回目の欠席から大幅な減点の対象となり、単位取
得が困難になるので注意すること。
・遅刻は3回で1回分の欠席に相当するものとみなす。
・仏作や仏訳を課すこともあるため、辞書を持参するこ
と。

◎－－－　授業計画　－－－◎

前期
1-2　1・2課（冠詞、形容詞、前置詞）
3-4　3・4課（疑問文、指示・所有形容詞、自立形）
5-6　5・6課（否定、疑問詞、数量表現、比較）
7-8　7課（人称代名詞、関係代名詞）
9-10　8課（複合過去）
11-12　9課（命令形、受動態）
13-14　10課（中性・指示代名詞）
15　まとめ

後期
1-2　11課（半過去、大過去）
3-4　12課（代名動詞）
5-6　13課（非人称構文、単純未来、前未来）
7-8　14課（現在分詞、ジェロンディフ）
9-10　15課（直接疑問文、間接疑問文）
11-12　16課（条件法）
13-14　17課（接続法）
15　まとめ



2019-SJ00009713-01フランス語ⅡＢ「LC・LE」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：金・４時限　　試験時間割：2019/07/29　５時限,　2020/01/23　５時限　　

藤本　恭比古

◎－－－　概要　－－－◎

　本講は、前期では、1年次で学習したフランス語文法を復習
しながら平易なフランス語の文章を読みます。具体的にば、フ
ランスの笑い話（Histoire drôle)を用います。笑い話は、話し言
葉と書き言葉の中間に位置し、比較的読み易いからです。笑え
る訳文が正解です。プリントを配布します。
　後期は、文法教科書に沿って進みますが、とくに代名詞と、
動詞の時制に力を入れます。読み物は、笑い話に加えて、アル
ベール・カミュの『異邦人』や仏訳『我輩は猫である』といっ
た文学作品の冒頭を読み、かつ暗唱もおこないます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

文法の基礎を復習し、未習の単元を学ぶ。(技能)

フランス語とフランス文化を笑い話を通して学ぶ。(知識・理
解)

フランス語とその背景の文化を深化させることを志向する。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：教科書に添付されているDVDを用いて本文の発音練習
（よく聴くこと）。読み物を辞書を参照しながら読む。とくに
訳を指名された人は訳文を作ってみること。
復習：文法教科書の練習問題をチェックします。本文の発音練
習は、実際に発音すること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
定期試験の成績６割、授業参加（ミニッツ・ペーパー）３割、
発表１割。

◎－－－　テキスト　－－－◎

 小笠原洋子著『新版Pierre et Hugo』（白水社）
プリント

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

教科書を用いて、文法の復習や未習の単元を勉強します
が、文法と読本のバランスをとりながら授業を進めます。
適宜、文法項目を参照しますので、常に目次通りに進むと
は限りません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

前期
１．発音記号と音　綴り字の読み方
２．主語人称代名詞、êtreの直説法現在
３．不定冠詞、名詞と形容詞の姓と数、avoir
４．定冠詞, er動詞の直説法現在、否定文
５．指示形容詞、faire-descendre 疑問文
６．aller-venir, 前置詞と定冠詞の縮約、命令形
７．所有形容詞、強勢形人称代名詞、疑問形容詞
８．部分冠詞、ir動詞、vouloir動詞
９．非人称構文、直接目的語の人称代名詞、pouvoir
10．prendreの直説法現在、間接目的語の人称代名詞、代名
動詞の直説法現在
11。近接未来、近接過去、中性代名詞
12．比較級、最上級
13．進度調整
14．進度調整
15．まとめ

後期
１．過去分詞、直説法複合過去(1)
２．直説法複合過去（2）
３．直説法半過去、直説法大過去
４．直説法単純未来、直説法前未来
５．条件法現在、条件法過去
６．接続法現在、接続法過去
７．関係代名詞、強調構文
８．進度調整
９．～　14．フランス語テキスト講読
15．まとめ



2019-SJ00009713-02フランス語ⅡＢ「LH・LJ・LP・LG・LA」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：金・４時限　　試験時間割：2019/07/29　５時限,　2020/01/23　５時限　　

原田　裕里

◎－－－　概要　－－－◎

フランス語ⅠＢで学習した基本的な会話表現を、復習から始め
ていき、覚える単語の範囲を広げて、より深い内容についても
話せるように練習していきます。フランス文学・事情・文化な
どにかんする短いテキストに触れながら、具体的な状況におけ
る会話表現も学びます。
また、フランス映画などの映像も用いつつ、効果的に学習を進
めます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

基礎的なフランス語を理解し、平易なフランス語を聞き、話
し、読み、書くことができる（実用フランス語技能検定試験4
～3級レベル）(技能)

フランス語圏へ旅行した際に、フランス語を使って宿泊の手
配、買い物などが一人でできるようになる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習 : 学習予定ページの会話文を読み、知らない単語があれ
ば、辞書やテキスト巻末の単語集で意味を調べて、話す内容を
考えておく。音声は予め聴いておきましょう（音声は出版社Ｈ
Ｐよりダウンロード可）。（45分）
復習 : テキスト及び授業のノートに目を通し、会話文を理解で
きたかどうか確認。また音声を繰り返し聴き、一緒に発音して
みる。（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

①平常点：40％ 【学習状況（熱心に取り組んでいるかどうかを
重視】
②定期試験：60％ 【状況により中間試験（30％）を実施する場
合あり】

※平成31年度中に実用フランス語技能検定試験（何級でも可。
受験は任意）に合格した場合は、上記成績に10点加算。

◎－－－　テキスト　－－－◎

ワークブック付　場面で学ぶフランス語１（三訂
版）:（著者）高橋百代、Nicolas JÉGONDAY、林宏和、
Cédric YAHYAOUI : 三修社 : 2,500円

◎－－－　参考書　－－－◎

プチ・ロワイヤル仏和辞典　第４版：（著者）倉方秀憲
編：旺文社：3,800円　ISBN 9784010753095

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

仏和辞書は上記以外のものでも構いません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（前期）
１．ガイダンス　Leçon 1 ①「名前・綴り・挨拶」
２．Leçon 1 ②「住まい・挨拶のヴァリエーション」
３．Leçon 2 ①「国籍・言語」
４．Leçon 2 ②「あなたの電話番号は？」
５．Leçon 3 ①「クルトワさんを紹介します」
６．Leçon 3 ②「誰がボルドーで働いていますか？」
７．Leçon 4 ①「何を勉強してる？」
８．Leçon 4 ②「映画に週何回行く？」
９．前半まとめ
１０．Leçon 5 ①「彼はどんな人？」
１１．Leçon 5 ②「家族の紹介」
１２．Leçon 6 ①「物を借りる」
１３．Leçon 6 ②「キオスクで買い物」
１４．文化・歴史・時事等のテキスト読解
１５．前期まとめ
（後期）
１６．Leçon 7 ①「誕生日はいつ？」
１７．Leçon 7 ②「コンサートは何時に始まる？」
１８．Leçon 8 ①「昨日何したの？」
１９．Leçon 8 ②「ポールは先週何したの？」
２０．Leçon 9 ①「スペインへはどのように行くつも
り？」
２１．Leçon 9 ②「スペインでは何ができる？」
２２．Leçon 10 ①「アジアの料理を知ってる？」
２３．Leçon 10 ②「カフェ・レストラン・市場での会話」
２４．前半まとめ
２５．Leçon 11 ①「パリはどんな天気？」
２６．Leçon 11 ②「雨降りのときは何をする？」
２７．Leçon 12 ①「この近くに銀行はある？」
２８．Leçon 12 ②「パリでメトロ案内」
２９．文化・歴史・時事等のテキスト読解
３０．後期まとめ



2019-SJ00009713-03フランス語ⅡＢ「LF1(a)」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：金・２時限　　試験時間割：2019/07/30　１時限,　2020/01/24　１時限　　

ド　グロート，Ｈ．

◎－－－　概要　－－－◎

フランス語の中級です。
フランス語IBのフランス語運用能力を伸ばします。フランス事
情、文化に関するさまざまのプリントを読みながら具体的なシ
チュエーションこに関わる会話表現を学ぶことで、読む、聞
く、話す力を養成します、

具体的にこの授業 はフランス語習得とフランス文化・文明の理
解を目指す。
文化の理解を通してフランス語単語とその発音を学び、それを
実際に使用することを目指す。
教材としては、映画、シャンソン、文学作品、メディア、新
聞・雑誌を使います。
 

◎－－－　到達目標　－－－◎

フランス語圏の新聞や雑誌など現代フランス文を読んで理解す
ることが出来る(知識・理解)

フランスの文化・社会を知り、理解する(知識・理解)

正しいフランス語の発音が出来てフランス語の語彙力を付ける
ことが出来る(技能)

フランス語の運用能力を付けてフランス語圏の国に対する興味
を持ち、積極的にフランス語圏の留学生と交流出来るようにな
る(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

外国で自分を理解させる第一の条件は良い発音と高い語彙力で
す。毎日繰り返して単語を自分の物にすることとその発音の練
習が必要です（30分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

毎週の学習状況（授業への積極的参加）、フランス語の発
音：50%
定期試験：５０％

◎－－－　テキスト　－－－◎

自製の教材を配布
 

 

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

語彙の暗記
 

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．フランス・ヨーロッパ
２．同上
３．フランスとユーロ
４．フランスの地方の発見
５．同上
６．フランス社会：フランス人のヴァカンス
７．禁煙法
８．フランス人出生率のチャンピオン
９．男女平等
１０．フランス高級世界：ファション・香水とその言葉
１１．宝石とその言葉
１２．グルメのフランス：地方とその名産
１３．同上
１４．お菓子のフランス一周
１５　高級レストラン・庶民的なビストロ
１６．纏め
１７．ワイン・チーズ街道
１８．同上
１９．フランスの著名人
２０．同上
２１．フランスの作家。思想家、詩人
２２．同上
２３．同上
２４．フランスのシャンソン
２５．同上
２６．フランス映画
２７．同上
２８．フランスの広告・コマーシアル
２９．クリスマスとお正月
３０．フランス留学
 
 



2019-SJ00009713-04フランス語ⅡＢ「LF1(b)」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：水・２時限　　試験時間割：2019/07/30　１時限,　2020/01/24　１時限　　

アンティエ，エマニュエル

◎－－－　概要　－－－◎

初級レベルの文法知識を使って、フランス語でコミュニケー
ションできるようになることを目標とした授業です。授業中
は、日常的なテーマに沿い、常にフランス語で話すことによっ
て、自由に自発的にフランス語で話せるようになることを目指
します。また、日常生活でよく使う語彙も同時に増やしていき
ます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

フランス語の構文の規則（名詞、形容詞、副詞、冠詞、動詞、
前置詞などの品詞の役割）に従って簡単な文を作れるようにな
ること。 (知識・理解)

自分の日常生活や興味のあることについて、フランス語で話せ
るようになること。 (技能)

フランス文化の特性と、フランス文化と日本文化との違いにつ
いての基本的な知識を得ること。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回授業でしたことの復習 （45分）
宿題 （４５分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業参加50%
小テスト25%、
定期試験25%
この授業では、出席して積極的に参加することが大切です。欠
席と遅刻が多い場合、単位は認定されません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

A vol d'oiseau『鳥に乗って一直線』（朝日出版社）ISBN:
978-4-255-35265-7

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

受講生は積極的に授業に参加することが期待される。

◎－－－　授業計画　－－－◎

前期
1．授業紹介
2．挨拶、自己紹介
3．疑問詞を使って質問する
4．フランス語圏の国々
5．形容詞を使って自分について話す
6．自分の持ち物について話す
7．論理的なつながりを示しながら説明する
8．様々な活動や趣味、場所について話す
9．交通手段について話す
10．自分の好みを表現する
11．比較する
12．時間を言う
13．日付を言う
14．値段を尋ねる・言う
15．まとめ

後期
1．授業紹介
2．性格について話す
3．痛みや空腹などの体調について話す
4．天気について話す
5．手紙を書く
6．テレビ・音楽・仕事について話す
7．自分の意見を言う
8．レストランで注文する
9．読書について話す
10．自分の計画・願望・義務について話す
11．一日の行動を描写する
12．週末やバカンスについて話す
13．他の人との関係について話す
14．過去に起きた出来事について話す
15．まとめ



2019-SJ0000B701-01フランス語Ⅰ「B全」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：木・二部１時限　　試験時間割：2019/07/25　夜１限,　2020/01/23　夜１限　　

遠藤　文彦

◎－－－　概要　－－－◎

　初心者を対象にしたフランス語の授業です。文法の初歩を学
びながら、基本的な会話ができるようになることを目指しま
す。そのために、日常会話で役に立つ語彙や表現をおぼえ、そ
れを実際に使ってみて、単語を入れ替えながら、ペアで、ある
いは先生と会話してみる、というステップを繰り返すことに
よって、フランス語でのコミュニケーション能力を養成しま
す。レベルとしては、フランス語検定試験5級に合格すること
を目指します。同時に、フランスの文化学習として、パリの日
常生活、ボルドーの食文化、地理などについて学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

フランス語の文法の初歩が理解できる。(知識・理解)

フランス語で簡単な会話ができる。(技能)

フランスの文化に対する興味関心が増す。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：テキストのフランス語を声に出して読んでください。 復
習：テキストを広げて毎回の授業を振り返り、新たに覚えたこ
とを整理してください。予習復習併せて週2時間程度はフラン
ス語の自習をしてください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

平常点（２割）では、小テスト、中間テスト、宿題などによっ
て、とくにリスニングやスピーキングの能力を評価します。定
期試験（８割）では、語彙、文法知識、読み取り、作文などの
能力を見ます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

「パリ・ボルドー」藤田裕二著、朝日出版社、2500円

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

受講態度を重視します。欠席や遅刻をすると、小テストな
どを受けることができないため、評価に影響しますので注
意してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1）発音。アルファベと綴り字の読み方。数字。
2-3）自己紹介する。
4-5）物を指し示して述べる。
6-7）尋ねる。
8-9）買い物をする。
10-11)物や人について尋ねる。
12-13)場所を尋ねる。
14-15)要望する。

16-17)興味を述べる。
18-19)誘う。
20-21)天候と時刻。
22-23)数量を言う。
24-25)比較する。
26-27)過去のことを述べる。
28-30)仮定する。



2019-SJ0000B711-01フランス語Ⅱ「B全」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：木・二部２時限　　試験時間割：2019/07/25　夜２限,　2020/01/23　夜２限　　

遠藤　文彦

◎－－－　概要　－－－◎

　フランス語の中級です。フランス語Ⅰで学んだ内容を発展さ
せ、日常の様々な場面、とくに旅行で役立つフランス語のミュ
ニケーション能力を習得します。文法的には、フランス語の初
級文法を学び終えることを目指します。これらの文法学習と会
話訓練を通して、フランス語検定4～3級レベルの能力の獲得を
目指します。同時にフランスの文化学習として、パリの生活・
文化、ブルゴーニュ地方の食文化、地理などについて学びま
す。
　なお、フランス語Ⅰ（2単位）のみの履修の場合は自由履修
単位としてしかカウントされませんが、フランス語Ⅰ（2単
位）およびフランス語Ⅱ（2単位）計4単位を履修すれば共通教
育科目外国語の科目として単位が認められますので、ぜひフラ
ンス語Ⅱ」まで履修しましょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

フランス語の文法の基礎を習得し、概略を理解できる。(知
識・理解)

日常的場面、とくに旅行中に遭遇するシチュエーションでの会
話ができる。(技能)

フランスの地方文化への興味関心が増す。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：テキストのフランス語を声に出して読んでください。
復習：テキストを広げて毎回の授業を振り返り、新たに覚えた
ことを整理してください。
予習復習含めて週に2時間程度はフランス語の自習をしてくだ
さい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

平常点（２割）では、小テストや中間テスト、宿題などによっ
て、とくにリスニングやスピーキングの能力を評価します。定
期試験（８割）では、語彙、文法知識、読み取り、作文などの
能力を見ます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

「パリ・ブルゴーニュ」藤田裕二著、朝日出版社、2500円

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

受講態度を重視します。欠席や遅刻は、小テストを受けら
れないなど、評価に影響しますので注意してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1）1年次のおさらい。
2-3）写真学校に入る。
4-5）エッフェル塔と自由の女神を見に行く。
6-7）ベルシーを訪れる
8-9）美術館を訪れる。
10-11)電話を掛ける。
12-13)ディジョン市に行く。
14-15)ディジョン市街をめぐる

16-17)ブルゴーニュの料理を食べる。
18-19)ボーヌに向かう。
20-21)ワインの試飲をする
22-23)ブドウ畑を訪れる。
24-25)ヴェズレーを訪れる。
26-27)将来のことを語る。
28-30)パリでの再会と別れ。


