クラス名

学習内容

使用教材及び授業の進め方

フランス語入門

フランス語が初めての方も３ヶ月後には「話せる、楽しい」
といっているはずです。
全く初めての方大歓迎です！

総合会話

話すために必要な表現学習を中心に、書く学習や文法も、新しい話題の
話せる教科書で学習すれば大丈夫！

もう一度フランス語《作文》 1年を通してフランス語文法・作文を学びます。無機質な学習ではなく
「なぜ」
「 何のために」を意識することで応用が身につきます。
話すための《中級文法》

Amical (CLE international), le Nouvel Edito (Didier)
Nouveau Rond-Point (Maison des Langues), Spirale (Hachette)
INTERACTIONS (CLE international) 他
受け身の学習ではなく、積極的な姿勢で臨んで下さい。一年後にはフランス語の
全体像が見えているはずです。

学習を始めて１年〜１年半で「なんだか伸びないな〜」
という時期が必ず
やってきます。その段階を乗り越えるべくベテラン講師がお手伝いします。

テキスト、CD、
コピーを使い、宿題に赤ペンを入れる事により、知識の定着＆
更なるステップアップを目指します。

今までネイティブと学習してきて訂正されなかったことや、自分の中で本当に
理解して答えを出していないこと等、明確になってこなかった疑問点を、
講師と一緒に解決していきましょう。

テキスト、CD、
コピーを使い、宿題に赤ペンを入れる事により、知識の定着＆
更なるステップアップも目指します。
聴く・書く・読むを中心に学習しますので、仏検準１級・１級試験にもつながります。

映画の中のフランス語

映画のセリフを、眼と耳で確認することで触れる機会が少ない「話し言葉」を
理解する訓練をします。各種試験のリスニング対策にもバッチリ！

最新映画を見たり聴いたり、そのシナリオを読み進めていきます。

フランス語で話そう

学習したフランス語がどこまで使えるかチャレンジしてみましょう。
フリーカンバセーションから議論まで、クラスを作るのはあなたです！

受講者と講師が共に授業を作っていきます。
プリントを使用したり何も見ずに
議論したり、様々な方法で話せるフランス語習得を目指します。

語彙・表現を増やそう

少しフランス語を学習すると語彙力の必要性に気づく筈です。
場面別に単語・表現を学び、持っているフランス語力を強化しましょう！

予め配っておいたプリントや教科書に目を通しておき、その中の単語や表現を
講師が詳しく説明します。
また、その応用会話を考えていきます。

フランス語を使おう

旅行中や生活している中で遭遇する場面に対応できる様に、ネイティブが使う
本物の表現をInputとOutputの両面から学習します。

すぐ使える様にいろいろな録音や表現集を使います。
単語、表現及び聴き取り、それを使った場面別会話、試験対策にもお勧めです。
Communication Progressive du Français (CLE international)

ネイティブと話そう

現地のフランス人は、多くの人が英語も日本語も話せません。
英語に逃げずにフランス語だけで話せますか。

日本語も英語も使わずにフランス語だけで話す訓練をします。
フリートーク中心の授業を作るのは生徒の皆さんです。

試験対策

正確な学力が問われる仏検、幅広い知識が必要なDELFの準備をします。
総合学習としてもお勧めです。

プリント・CDを使い、各試験に自信を持って臨むための「読む・聴く・書く力」を
養います。

インターネット時代の
フランス語

ネットでコミュニケーションを深めるには文字でのやり取りが欠かせません。
文法の知識を増やしながら
「読む＆書く力」を養います。

幅広く読み書きができるように、簡単な小説や記事を使います。
書くための教材も使い宿題の中で問題点、疑問点を発見していきます。

フランス語を読もう

フランス語で書かれた様々なタイプのドキュメントを読めるようにします。

中級からのステップアップ！
r
e Cœu
Coup d
上級からのステップアップ！

「大学の時、第２外国語で・・・」
「 語学学校で少しだけ・・・」
という方にお勧め。
せっかく学んだフランス語。忘れてしまってはもったいない！

速習フランス語
r
e Cœu
Coup d
レシピを読もう

フランスの雑誌に載っているレシピがいつか読めたらなあ。
食材や調理法の語彙や表現を学んでいるうちに、そんな夢が叶います。

r
e Cœu
Coup d

映画のチラシ、観光案内書、料理のレシピから雑誌の記事まで
「書かれたフランス語」の documents authantiques を元に授業を進めます。

フランスではお馴染みの簡単な食材や料理法を、インターネットや雑誌から
抜き出してみんなで読み進めていきます。

Histoire de France

Dossier copies couleurs: ¥1000 à la charge de l'étudiant.

Actualités

最新の情報をフランス語で学んでヨーロッパの「今」を感じましょう。

インターネットで最新ニュースを集め、それを元にフランス語や文化の
知識を広めます。

音だけではなく、イントネーションやリズムなどの音楽的な側面も学習します。
フランス語らしく話すために美しい話し方を身に付けましょう。

世界的に定評のある教材を使い、発音、
リズムなどを理論と実践の両面から
学習を進めていきます。
Les 500 exercices de phonétique (Hachette) 他

おなじみのシャンソンから最新ヒットポップスまで、ギターにあわせて歌いましょう。
いつの間にかフランス語の発音もよくなります。

あらかじめ受講者と選び録音しておいたフランス語の歌を、歌詞を見ながら
発音やリズムに気をつけてギターにあわせて歌います。

r
e Cœu
Coup d
フランス語で歌おう

10 回 = 34,000円

● 授業料：

程 】

● 今学期は 2018 年 7月2日（月）〜 9月29日（土）です。
● 祝祭日の授業はありません。以下の日程で振り替えます。
• 7/16 - 9/17 - 9/24
（月）→

7/30 - 10/1（全9回授業）

【受講規約】
● 登録は授業料の支払いをもって完了と致します。
● 授業料は授業開始までに事務局にお支払い下さい。
銀行振込でもお受け致します。
● 一旦納められた授業料および教材費は原則として
お返し致しません。ご了承下さい。
● 定員になり次第登録を締め切ります。
登録が3名に満たないクラスは開講されないことがあります。
● 学期の途中から登録される方はご相談下さい。
● 学期の途中でのクラス変更はできません。
● 無料授業見学（２クラスまで）は、お気軽にお申込み下さい。
クラス全員で歓迎します。
● 授業運営に迷惑をかける行為があった場合は、
登録をお断りすることがあります。
● 急いで学習したい方は、クラスレッスンに個人レッスンを
並行してお取り頂くとより効果的です。
料金等詳細についてはお問い合わせ下さい。
● 受講ガイダンスは随時承ります。
事前にご予約を頂ければ、
レベルチェックも致します。

テキストを使い、基本的な文法や単語・発音を復習します。
VITE et BIEN 1 (CLE international)

Découverte de l'histoire de France, ses rois, ses reines,
ses empereurs, ses coutumes, son art de vivre au travers de
lectures de textes et de commentaires.

r
e Cœu
Coup d
フランス語らしく発音しよう

【 日

隔週クラスは 22,000 円（ 全 6 回 ）

月曜日クラスは全 9 回＝30,600円

le Ciel

フランス語教室

530-0001 大阪市北区梅田1-2 駅前第2ビル2F3-11

Tél: 06-6344-2892 mail: ciel@france-go.com
振込先 ： 三菱東京UFJ銀行 大阪駅前支店
普通 4529780 ルシエル

http://france-go.com
← FB
HP →

● 複数の講座を受講すると 10 % の割引があります
● プライベートレッスンも行っています（ 詳しくはお問合せください ）

