
授業科目(ナンバリング)	 フランス語ⅠA(AC119) 担当教員	 ※橋本	 千鶴子	

展開方法	 演習	 単位数	 1単位	 開講年次・時期	 1年・前期	 必修・選択	 選択	

授	業	の	ね	ら	い		

アクティブ・	

ラーニング	

の	類	型	

	 2020 年は東京オリンピックが開催されますが、フランス語は英語と並びオリンピックの公用語になっ

ています。この授業では世界中の多くの地域、国際機関等で幅広く使用されているフランス語の最初歩

を学修します。言語の知識とコミュニケーション力の両方をバランスよく身につけていきます。	

①②	

⑨⑪	

ホスピタリティ

を構成する能力	
学 生 の 授 業 に お け る 到 達 目 標	 評価手段・方法	 評価比率	

専門力	

フランス語の発音の基礎を身につけ、日常生活に密着したテー

マの語彙や短文を正しく聴き取り、発音できる。フランス語の

文法に従って動詞の活用や性・数変化などを正しく行える。	

小テスト	 20％	

情報収集、	

分析力	
	 	 	

コミュニケーシ

ョン力	

学習した文法、語彙、表現を用いて挨拶、自己紹介、注文、持

ち物などについて口頭・筆記コミュニケーションができる。	
定期試験	 40%	

協働・課題解決力	
授業で行うコミュニケーションアクティヴィティに積極的に参

加し、模擬会話練習を成立させることができる。	

授業内に協働して

取り組む課題	
20％	

多様性理解力	

映画その他の映像資料や会話の文章からフランス人に特有の思

考、行動パターンを理解し、自分たちの文化と比較することが

できる。	

課題レポート	 20％	

出	 	 席	 受験要件	

合	 	 計	 100％	

評価基準及び評価手段・方法の補足説明		 	

	 宿題、授業中の課題、小テストなどは点数と評価の言葉を添えて返却する際に授業の中でフィードバックを行う。

授業の中でペアで行った模擬会話練習は授業内の課題として書いて提出する。	

	

授	 業	 の	 概	 要	

授業は教科書を用いて課ごとに日常会話文、語彙と表現練習、文法と練習問題の順に学習する。ペアで行う会話練

習に多くの時間を当てる。課が終わるごとに行う小テストの内容は、単語、ディクテ（書き取り）、文法問題など。こ

の授業の標準的な 1コマあたりの授業外学修時間は、45分とする。	

	

教	 科	 書	 ・	 参	 考	 書	

教科書：『新装	 カフェ・フランセ』（朝日出版社）	

参考書：『デイリーコンサイス仏和・和仏辞典』（三省堂）（仏和・和仏辞典搭載の電子辞書でも可）	

『新・リュミエール－フランス文法参考書』（駿河台出版社）	

指定図書：	『新・リュミエール－フランス文法参考書』（駿河台出版社）	

授業外における学修及び学生に期待すること	

自分なりの単語帳や単語カードを作って授業で学習した新しい語彙を覚える。	

動詞活用は、活用カード等を作って覚える。	

教科書録音は、PC やスマートフォンでダウンロードして聴くようになっているので、なるべく頻繁にフランス語の音

声に触れるようにする。	

ニュースでフランスの話題に関心を持ち、見かけたフランス語らしい単語の意味を調べてみる。	



回	 テ	 ー	 マ	 授	 業	 の	 内	 容	 	 	 	 予習・復習	

1 フランス語との出会い 
フランスと周りの国々 
日本語の中のフランス語 
フランス語の読みと発音：母音（１） 

シラバスを読む 
日本語に入ってきたフラ

ンス語を探す 

2 フランス語の音と綴りの読

み方原則 

フランス語の読みと発音：母音（２）、子音 
フランス語の読みと発音：文の読み方 
あいさつ 

発音の基礎の予習 
つづり字と読み方を復習

する 
 

3 Leçon 1 Je m’appelle Denis. 
小テスト（発音とスペル） 
あいさつ, 名前を言う・尋ねる 
元気か尋ねる 

Leçon 1(1) 予習 
基本の挨拶を繰り返し発

音し、覚える 

4 Leçon 1 Je m’appelle Denis. 
男性形と女性形 
tu（親しい言い方）と vous（丁寧な言い方） 
アルファベ 

Leçon 1(2) 予習 
アルファベを言えるよう

に練習する 

5 Leçon 1 Je m’appelle Denis. 
数１～２０ 
主語人称代名詞と動詞 être（～です） 
それは～です 

次回の小テストのために

20までの数と動詞 être活
用を覚える 

6 Leçon 2  Tu habites où ? 
小テスト（数と être現在形活用, dictée書き取り） 
職業を言う 
住んでいるところを尋ねる・言う 

Leçon 2(1) 予習 
単語と表現を復習する 
 

7 Leçon 2  Tu habites où ? 
数２１～３０ 
聴き取り練習 
国籍と職業を言う 

練習問題の予習 
Leçon 2(2) 復習 
 

8 Leçon 2  Tu habites où ? 
返事 Oui(はい)とNon(いいえ) 
-er型動詞 
エリジオン（母音字省略） 

活 用 テ ス ト に 向 け て

habiter現在形を覚える 

9 « Moi César, 10 ans et 
demi »を見る（一回目） 

小テスト（habiterの活用, dictée書き取り） 
フランス映画視聴 

映画を見た気付きをまと

めておく 

10 

« Moi César, 10 ans et 
demi »を見る（二回目） 
Leçon 3 Un panaché, s’il 
vous plaît. 

フランス映画視聴 
話せる言語を言う 

Leçon 3(1) 予習 
聞き取れたフランス語と

映画の感想を書く。 

11 Leçon 3 Un panaché, s’il 
vous plaît. 

レポート提出（映画感想文） 
話せる・話せない（否定形） 
30～69の数 

Leçon 3(2) 予習 
21～69 までの数を数えら
れるようにする 

12 Leçon 3 Un panaché, s’il 
vous plaît. 

カフェでの注文 
不定冠詞 un, une, des 
-er型動詞 parler（話す）現在形活用 

Leçon 3(3) 予習 
小テストのために「話しま

せん」の活用を覚える 

13 Leçon 4  Tu as une 
adresse e-mail ? 

小テスト（parler否定形活用, dictée書き取り） 
身の回りのもの 
持っている・持っていない 

Leçon 4(1) 予習 
新出単語をまとめて、覚え

る 

14 Leçon 4  Tu as une 
adresse e-mail ? 

きょうだいがいる・いない 
年齢を尋ねる・言う 
否定の冠詞 de 

Leçon 4(2) 予習 
avoir を使ったいろいろな
表現についてまとめる 

15 試験のための復習・対策 前期に学習した内容のおさらい 
今までの小テストや課題

を見直し、定期試験に備え

る 

16 定期試験 筆記試験  定期試験の準備学修 

	


