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大学受験のフランス語に必要な力とは何か？

授業の流れ

授業は少人数にて、答える生徒を指名しなが
ら、それぞれの解答を比較し、問題点を見つ
けて開設するゼミナール形式です。

読解力＋ 文法力＋ 語彙力＋ 表現力

読解力おいては、文法知識を用いて明晰に文章を分析する力が求められます。
そし
て、付け焼き刃ではないフランス語の実力を培ってきたことを証明する語彙力。
さらに、仏文を日本語に、
日本文を仏文に、明快な理解に基づいて翻訳する表現
力。
これらの力を養成するための特別講習を下記の日程にて開催いたします。

le 16 août
Grammaire 文法
14h-14h45

.Traduction en fr
仏作文
14h45-15h30

le 17 août

その場で問題を解く時間はありません。
お申
込みと同時に、当校より授業課題をお送りし
ますので、必ず予習の上、
ご参加下さい。

le 18 août

le 19 août

直説法現在 活用
規則動詞、不規則動詞
単純未来
直説法 半過去
Ortho collège 6e
bilan 1, 2

直説法 複合過去
大過去
条件法
接続法
命令法
Ortho collège 6e
bilan 3

名詞句における
過去分詞の使用にお
名詞、形容詞、所有形容 ける
詞、現在分詞等の一致
一致
Ortho collège 6e
bilan 4

Ortho collège 6e
bilan 5

曾野綾子「人々の中の
私」
より ５行仏訳
東京大学２次試験の
問題

近代における死について
（出典不明）５行仏訳
東京大学２次試験の
問題

芥川龍之介「言葉と文章
と」より ５行仏訳
東京大学２次試験の
問題

リービ英雄「詩を翻訳
する少年」５行仏訳
東京大学２次試験の
問題

情報とコミュニケーシ
ョン
Compréhension écrite ）出典不明（
読解
約２０行の文章
+
東京大学２次試験の
traduction en jp. 翻訳 問題
15h40-17h10
１文ずつ品詞分解を
行う
文章の一部を翻訳する

地球温暖化が企業の在 ラフォンテーヌの寓話
映画監督を分類する二
り方を変える
におけるオオカミと仔
つの異なるカテゴリー
Le Nouvel Observa羊
について
teur
）出典不明（
）出典不明（
約１０行程度の文章
約２０行の文章
約２０行の文章
上智大学の問題
東京大学２次試験の
東京大学２次試験の
１文ずつ品詞分解を
問題
問題
行う
１文ずつ品詞分解を
１文ずつ品詞分解を
文章の一部を翻訳する 行う
行う
文章の一部を翻訳する 文章の一部を翻訳する

この授業を受講するためには、Delf B1, Def Jr.B1 程度の実力が必要です。
実力がB1に達していない方は当校のB1対策講座をご利用下さい。
ご自分のレベルがお分かりにならない場合には、
ご相談下さい。

☎ : 03-5758-3875 fax : 03-5758-3876

L’équipe des professeurs

講師チーム

cic@culture-francaise-tokyo.co.jp

8/1より8/8まではご相談を受けることができません。
Y.Magallon M.Manea

その間に頂いたメールには、9日以降順次を答えいたします。

à photocopier コピー ------------------------------------------------------------------cours ponctuels sans paiement de droits d’entrée
入学金不要授業
réduction
5% 割引

お名前 Nom :
ご兄弟、姉妹が当校の夏期講習にご参加になる場合
- frères et soeurs, pour la famille entière :

CIC所属クラス （会員のみ）classe CIC
ご住所 （非会員の方のみ）adresse

le 16-19 août 8/16-19
participation partielle 部分的参加

1時間

時間数／日

1日

4日

3日

2日

1日

¥2.100

3h

-

¥25.200

-

-

-

¥2.520

3h

¥7.560

¥30.240

お振込先 みずほ銀行 笹塚支店 普通預金 2155271
有限会社キュルチュール・フランセーズ お申込・お支払期限：2010年8月10日(水)
（内部生の優先受付）定員になり次第〆切り お振込を以て予約完了
注：食事込、教材費別途
クラス選択にお迷いの方は、電話あるいはメールにてご相談下さい。

¥22.680 ¥15.120 ¥7.560

この日は講師も含め、みんなで遊びます。

du français
ご希望クラス

17h10-19h30

C’est un moment de relax pour les
adolescents et leurs professeurs.

これまでの学習の経緯
（非会員の方のみ）expérience

Fête des adolescents
le 12 août : 8/12

ご希望受講日

-

Virement Mizuho banque Sasazuka compte normal 2155271
Culture Française YK. ㈲キュルチュール・フランセーズ
Délai d’inscription et de paiement ：le mercfredi 10 août (date limite de
priorité pour les membres. Attention les places sont limitées)
Remarque：repas compris mais matériaux de cours non-compris

Programmeプログラム
- Repas 食事
- Petits feux d’artifice (Senko-hanabi)
花火（線香花火等）＠CIC
- Jeux de plein air
玉川野毛町公園にて泥警 など
- retour à CIC CICにて解散
Participation 参加費 1000¥
（à apporter le jour même当日持参）

