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》
r
e Cœu
Coup d
1jour1actu

上級からのステップアップ！

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。

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。

フランスの子供が愛してやまない”1jour1actu”というインターネットのサイト。
一緒に聞いたり読んだり、現地にいる気分で「フランスの今」を感じましょう。

“1jour1actu”のサイトに掲載されているビデオを聞き取ってリスニング力を高め、
記事を読み込むことで文法力も身につきます。

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。

少しフランス語を学習すると語彙力の必要性に気づくはずです。
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！

語彙・表現を増やそう

Amical (CLE international), le Nouvel Edito (Didier)
Nouveau Rond-Point (Maison des Langues), Spirale (Hachette)
INTERACTIONS (CLE international) 他

Vocabulaire essentiel du français A2 (didier)

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。

フランスを旅するように

フランスの地方を旅をしているかのように、それぞれの地方の地理、
名物料理や観光名所など、次の旅行に向けた知識を増やしましょう。

プリントや信頼できるインターネットなどの情報だけでなく、映像を使うこともある
ので、聴き取り力がアップするだけでなく、地方出身のネイティブとの話が弾みますよ。

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。

動物を使ったり、食べ物を使ったり。
「 猫に舌をやる」
「 狼の空腹」
「 像の記憶力」...
日常会話を豊かにする表現の数々を身に着けましょう。

プリントに書かれた絵を見たり、そこから想像を広げながら、一歩一歩ネイティブが
使う表現を覚えていきます。表現の由来と共に覚えれば、忘れにくいですよ。

語彙を増やす、耳を育てる、
フランスの知識を増やす... 学習内容は多岐にわたります。

世界的に有名なフランス語学習ができるラジオ局”RFI”を使い総合的に学習します。
もちろんディスカッションもしますので、会話力を高めるにもバッチリです！

r
e Cœu
Coup d
会話を豊かにする慣用表現
r
e Cœu
Coup d
ネットラジオで学ぼう

速習フランス語2

「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！

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。

Histoire de France

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
口頭表現力を高めよう

聴き取りから口頭表現への定着がねらいです。
「聴くこと」
と
「話すこと」を結びつけて、同時に向上させましょう。

【 日

程 】

● 今学期は 2021 年 4月5日（月）〜 6月12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。
• 4/29
（木）→
• 5/4
（火）

6/17
→ 6/15

• 5/3
（月）→

• 5/5
（水）→

6/14
6/16

【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、忘れていた単語、文法やそれらの発音を復習します。それらを使って
少しずつフランス語の世界に飛び込みましょう。VITE et BIEN 2 (CLE international)
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。

Dossier copies couleurs: ¥1,000 à la charge de l'étudiant.

自然な録音で定評がある教材を使用します。
A propos A2 (P.U.G.)

イントネーションと発音

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。

教師が用意する様々なプリントや音声教材を使い、
より通じやすいフランス語を
目指します。恥ずかしがらずに声を出すことから始めましょう。

フランス語で歌おう

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。

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UFJ銀行 大阪駅前支店
普通 4529780 ルシエル

http://france-go.com
← FB

10 回 = 34,630円

● 授業料：

●

●基本から始めるフランス語作文

複数の講座を受講すると 10 % の割引があります

●

HP →

17,300円（全5回） ●ネットでフランス語作文 11,420円（全5回）

Zoom・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 ）

