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（Credit） 
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言語 
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その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

共通教材を用い，基本動詞の使用法を軸にして，フランス語作文（テーム）の練習を行う。動詞と前置詞やその他の品詞との結び

付きを覚えると同時に，様々な成句や慣用的表現を蓄積していく。さらに，テームの練習問題を通して，日常的なフランス語に習

熟することをも目的に据える。 

 

Students will use universal study materials and focus on methods to use basic verbs to practice French essays (thème). 

Students will learn connections among verbs, prepositions, and other parts of sentences. At the same time, students will 

accumulate various phrases and commonly used expressions. Furthermore, students will use practice questions on thème to 

master everyday French. 

 

授業の内容（Course Contents） 

（１）講師がまず，基本動詞の具体的な使い方を示した例文を解説する。学生は，翌週までにそれらの例文を暗記してくる。例文

をスラスラと暗唱できるか，正確に書けるか，毎回，小テストないしディクテで達成度を測る。 

（２）教科書の練習問題も，翌週までに自分で仏訳してくる。講師が，学生の仏訳を添削した上で，その他の訳例や表現を紹介す

る。こうした添削を通して，1 年次に学んだ基本的な文法事項の復習も行う。 

以上のように，短文のインプットによって基礎的な表現法を蓄積すると同時に，作文というアウトプットの訓練を通して，フランス語

特有のロジックにも習熟することを目指す。予習と復習，授業への積極的な参加が必要なことは言うまでもない。最終授業時に，

全体の内容について確認テストを行う。 

 

(1) Professor will first explain examples to show specifically how to use basic verbs. Students will memorize these examples 

before next week. Students will be tested each time with small test or transcription to measure how well they memorize and 

read these examples, as well as how accurately they can write them. 

(2) Students will also translate practice questions in the textbook from Japanese to French before next week. Professor will 

edit students’ translations and introduce other sample translations and expressions. Through these editing, students will review 

basic grammars learnt in year 1. 

As noted above, students will accumulate basic expressions with short article input and practice their output by composing 

sentences to master French language’s unique logics. Of course, students will have to study before and after class, as well as 

participating actively during the class. During the final class, students will be given test covering overall contents. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. フランス語作文演習 1 

2. フランス語作文演習 2 

3. フランス語作文演習 3 

4. フランス語作文演習 4 

5. フランス語作文演習 5 

6. フランス語作文演習 6 

7. フランス語作文演習 7(中間テスト) 

8. フランス語作文演習 8 

9. フランス語作文演習 9 

10. フランス語作文演習 10 

11. フランス語作文演習 11 

12. フランス語作文演習 12 

13. フランス語作文演習 13 

14. フランス語作文演習 14（確認テスト） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

作文の練習問題を毎回解いてくる（予習）。 



 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への参加度（宿題，小テストなど）(40%)/中間テスト(30%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 青井明、2006、『基本動詞によるやさしいテーム』（Comment  mieux s'exprimer en français）、白水社 (ISBN:9784560060506) 

 

参考文献（Readings） 

授業に持参すべき参考文献・辞書等は一回目の授業で指示する。毎回必ず辞書を持参すること。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 


