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アジア／ヨーロッパ言語科 

フランス語コース 

 
 

 

 
 
 

科目名 

総合フランス語講座  

履修年次 単位数 単位構成 使用言語 

1年次 10単位 
4単位／学期×2学期 

2単位／冬期集中学期 
仏語・日本語 

科目のねらい 

フランス語を実際に駆使し、運用できるようになるために、基礎を築く。 

科目内容 

「読む」「書く」「話す」「聞く」という総合的な４技能の基礎力を養成します。全てのベースとなる正確な文法力と語彙力を

身につけ、読解・会話・作文などのインプット・アウトプットの両面をバランスよく学びます。 

成績評価 テキスト 備考 

出席率、授業への参加度、授業態度、課題、 

宿題などで総合的に評価。 

Massia Kaneman-pougatch, Café Crème 1, 
Hachette. 
Marcella Bacco Di Guira, Café Crème 1 
Workbook, Hachette. 

 

科目名 

応用フランス語講座  

履修年次 単位数 単位構成 使用言語 

2年次 8単位 4単位／学期×2学期 仏語・日本語 

科目のねらい 

基礎的な会話力と文法を習得した次の段階として、より一層高度な語学力の習得を図り、自分の意見を明確に伝えられるよ

うにする。 

科目内容 

１年次に築いた基礎力を土台に、やや発展的な文章を理解し作れるように学んでいきます。 

成績評価 テキスト 備考 

出席率、授業への参加度、授業態度、課題、 

宿題などで総合的に評価。 

Sandra Trevis, Café Creme2, Hachette. 
Marina Sala 
 

 

科目名 

French Communication 

履修年次 単位数 単位構成 使用言語 

1年次 14単位 
6単位／学期×2学期 

2単位／冬期集中学期 
仏語・日本語 

科目のねらい 

フランス語を使って意思疎通ができるようになるための基礎を身につけます。 

科目内容 

挨拶、旅先での会話を含め、基本的な会話ができるように訓練します。学生の積極的な参加態度が求められます。 

成績評価 テキスト 備考 

出席率、授業への参加度、授業態度、課題、 

宿題などで総合的に評価。 
Moi Je...コミュニケーション , CLE 

International 
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科目名 

Advanced French Communication 

履修年次 単位数 単位構成 使用言語 

２年次 8単位 4単位／学期×2学期 仏語・日本語 

科目のねらい 

これまでに身につけた技術を土台に発信力の教科をはかります。 

科目内容 

更にレベルの高い発信力を身につけることを目標とします。日記などを書きながら文章力の向上を図ったり、ディスカッシ

ョンを通して自分の意見を述べられるようにします。 

成績評価 テキスト 備考 

出席率、授業への参加度、授業態度、課題、 

宿題などで総合的に評価。 

Interactions 2 - A1.2, CLE 
International 

 

科目名 

フランス語 読解・作文 

履修年次 単位数 単位構成 使用言語 

1年次 4単位 2単位／学期×2学期 仏語・日本語 

科目のねらい 

フランス語を実際に駆使し、運用できるようになるために、基礎から応用までを学んでいく。 

科目内容 

フランス語の読み書きに焦点をあて、発信につながる基礎力を構築します。数多くの文章の読み書きをすることで言葉の感

覚を磨きます。 

成績評価 テキスト 備考 

出席率、授業への参加度、授業態度、課題、 

宿題などで総合的に評価。 

ハンドアウト  

科目名 

French for Business 

履修年次 単位数 単位構成 使用言語 

2年次 4単位 2単位／学期×2学期 仏語・日本語 

科目のねらい 

仕事でも使えるフランス語を身に付けます。 

科目内容 

フランスで働くために必要な、ビジネス用語やプレゼンテーションスキルなど、実践的な語学力を身に付け、企業の即戦力

となる人材を育てます。 

成績評価 テキスト 備考 

出席率、授業への参加度、授業態度、課題、 

宿題などで総合的に評価。 

ハンドアウト  
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科目名 

フランス語検定講座１ 

履修年次 単位数 単位構成 使用言語 

1年次 5単位 
2単位／1学期×2学期 

1単位／冬期集中学期 
仏語・日本語 

科目のねらい 

フランス語検定4級合格を目指す。  

科目内容 

1学期は文法の初級から始め、検定問題5級の練習をする。1学期後半から2学期前半は、11月の試験日に向けて、4級問題を徹

底的に練習する。人称代名詞、複合過去形と半過去形の違い、前置詞などに力点を置く。長文があるため、細かい部分にと

らわれず、ポイントをつかむ訓練をする。リスニングは聞き取れるまで何回も聞く。11月以降は、3級の練習問題に取り組む。 

成績評価 テキスト 備考 

出席率、授業への参加度、授業態度、課題、 

宿題などで総合的に評価。 

完全予想仏検４級, 駿河台出版社  

科目名 

フランス語検定講座２ 

履修年次 単位数 単位構成 使用言語 

2年次 5単位 2単位／1学期×2学期 仏語・日本語 

科目のねらい 

フランス語検定準２級以上を目指す。 

科目内容 

引き続き３級～２級の検定試験問題を中心に行い、より高度な文法の習得、長文の理解力向上、そしてDELF・TCFの欧州評

議会設定レベルでA２～B１レベルを目指します。 

成績評価 テキスト 備考 

出席率、授業への参加度、授業態度、課題、 

宿題などで総合的に評価。 

ハンドアウト  
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スペイン語コース 

 
 

 

 

科目名 

総合スペイン語講座  

履修年次 単位数 単位構成 使用言語 

1年次 10単位 
4単位／学期×2学期 

2単位／冬期集中学期 
西語・日本語 

科目のねらい 

「読む」「書く」「聞く」「話す」為の土台となる発音、基礎文法、基本会話表現身につける。 

科目内容 

１学期はスペイン語に初めて触れるので、挨拶、自己紹介、名前の確認、人やもの描写、日常生活、好き嫌い、健康や天気

等、簡単な表現を学ぶ。２学期は簡単な表現が理解できるようになっているので、できる限りスペイン語で授業を進める。

許可を求める、物を比較する、現在や過去の出来事について話す、スペイン、南米諸国及び日本の歴史について話す、将来

のことについて話す時に使う基本表現を学ぶ。 

成績評価 テキスト 備考 

出席率、授業への参加度、授業態度、課題、 

宿題などで総合的に評価。 

『プラサ・マイヨール１コミュニケーショ

ン・スペイン語』（朝日出版社）、『初級スペ

イン語文法 -Gramatica elemental del 

espanol-』（朝日出版社）『スペイン語演習ノ

ート -Practiquesmos espanol-』（朝日出版

社）、『移動中でも CDで聞ける!実用スペイ

ン語単語集』（TLS出版社） 

 

科目名 

応用スペイン語講座  

履修年次 単位数 単位構成 使用言語 

2年次 8単位 4単位／学期×2学期 西語・日本語 

科目のねらい 

① １年生に履修したことをもとに、学生のスペイン語に対する理解を求める。 

② 日常生活の場面で、意見や気持ちを表現できるようにする。 

科目内容 

１学期は都市や家族について描写するための語彙や表現を学ぶ。意図、目的、計画、習慣などについて話す。２学期は出来

事について話すためのテクニック（導入、主題、結論）を学ぶ。出来事についての感想を述べる。将来計画について話す。

またアドバイスする、アドバイスを受ける、可能性について話す、感情表現（驚き／悲しみ／幸福）をする時の表現などを

学ぶ。 

成績評価 テキスト 備考 

出席率、授業への参加度、授業態度、課題、 

宿題などで総合的に評価。 

『初級～中級スペイン語－ 世界遺産を訪

ねて』（朝日出版社） 

 

科目名 

Spanish Communication 

履修年次 単位数 単位構成 使用言語 

1年次 14単位 
6単位／学期×2学期 

2単位／冬期集中学期 
西語 

科目のねらい 

①基本的なコミュニケーションに必要な、スペイン語の初歩的事項を学ぶ。 

②スペインや南米諸国の文化に親しめるようにする。 

科目内容 

１学期はスペイン語に初めて触れるので、挨拶、自己紹介、名前の確認、人やもの描写、日常生活、好き嫌い、健康や天気

等、簡単な表現を学ぶ。２学期は簡単な表現が理解できるようになっているので、できる限りスペイン語で授業を進める。

許可を求める、物を比較する、現在や過去の出来事について話す、スペイン、南米諸国及び日本の歴史について話す、将来

のことについて話す時に使う基本表現を学ぶ。 

成績評価 テキスト 備考 

出席率、授業への参加度、授業態度、課題、 

宿題などで総合的に評価。 

Ele Actual <A1～A2>(S.M.)   



 77 

 

 

 

 

科目名 

Advanced Spanish Communication 

履修年次 単位数 単位構成 使用言語 

２年次 10単位 
4単位／学期×2学期 

2単位／冬期集中学期 
西語 

科目のねらい 

１年生に学んだコミュニケーションスキルを更に延ばす。 

科目内容 

１学期は都市や家族について描写するための語彙や表現を学ぶ。意図、目的、計画、習慣などについて話す。２学期は出来

事について話すためのテクニック（導入、主題、結論）を学ぶ。出来事についての感想を述べる。将来計画について話す。

またアドバイスする、アドバイスを受ける、可能性について話す、感情表現（驚き／悲しみ／幸福）をする時の表現などを

学ぶ。 

成績評価 テキスト 備考 

出席率、授業への参加度、授業態度、課題、 

宿題などで総合的に評価。 

Ele Actual <B1～B2>(S.M.)  

科目名 

スペイン語 読解・作文 

履修年次 単位数 単位構成 使用言語 

１年次 4単位 2単位／学期×2学期 西語・日本語 

科目のねらい 

リーディング力、ライティング力の向上。 

科目内容 

スペイン語の読み書きに焦点をあて、徹底的に練習をすることで、読み書きだけでなく、会話力向上や検定対策にもなり、

総合的な語学力向上を図ります。 

成績評価 テキスト 備考 

出席率、授業への参加度、授業態度、課題、 

宿題などで総合的に評価。 
未定  

科目名 

Spanish for Business 

履修年次 単位数 単位構成 使用言語 

２年次 4単位 2単位／学期×2学期 西語・日本語 

科目のねらい 

リーディング力、ライティング力の向上。 

科目内容 

スペイン語の読み書きに焦点をあて、徹底的に練習をすることで、読み書きだけでなく、会話力向上や検定対策にもなり、

総合的な語学力向上を図ります。 

成績評価 テキスト 備考 

出席率、授業への参加度、授業態度、課題、 

宿題などで総合的に評価。 
未定  

科目名 

スペイン語検定講座 １ 

履修年次 単位数 単位構成 使用言語 

1年次 5単位 
2単位／1学期×2学期 

1単位／冬期集中学期 
西語・日本語 

科目のねらい 

スペイン語検定5・6級に備える。 

科目内容 

スペイン語検定の傾向と対策を立てる。400語レベルで対応できる模擬試験問題に取り組む。1学期は 6級対策、2学期以降

は 5級対策を指導する。授業では、実際の試験問題や模擬問題に取り組み、実力を養成する。 

成績評価 テキスト 備考 

出席率、授業への参加度、授業態度、課題、 

宿題などで総合的に評価。 

ハンドアウト  
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科目名 

スペイン語検定講座 2 

履修年次 単位数 単位構成 使用言語 

2年次 4単位 2単位／学期×2学期 西語・日本語 

科目のねらい 

スペイン語検定 4級合格を目指す。 

科目内容 

スペイン語検定の傾向と対策を立てる。700語レベルで対応できる模擬試験問題に取り組む。4級の合格を目指し、実際の試

験問題や模擬問題に取り組み、実力を養成する。 

成績評価 テキスト 備考 

出席率、授業への参加度、授業態度、課題、 

宿題などで総合的に評価。 

ハンドアウト  


