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仏語 S クラス募集開始します！
仏語 SA・SB とは？ ― 1 年次後期の仏語ⅡA・ⅡB のかわりに履修可能
なインテンシブ･コースです。SA は日本人教員の廣田により木曜 5 限に、
SB はフランス人教員の Vannieu 先生により火曜 5 限に行われます。このコ
ースの履修者は仏語ⅡA・ⅡB に出席する必要はありません。
どういう学生にオススメ？
フランス語圏への留学を目指してい
る人、留学はしないかもしれないけど
将来フランス語を使って仕事をしよ
うと考えている人、もしくはただ単に
フランス語が好きで仕方のない人に、
特にオススメします。

成績への影響は？
特別編成クラスのため、クラス
内での相対評価で成績を付ける
ことはありません。場合によっ
ては仏語 S クラスの履修者全員
が「秀」の成績を得ることもあ
りえます。
その他の注意事項は？
SA・SB の両クラスを併せて受講
する必要があります。学期途中
で IIA・IIB クラスに変更は不可。
また、医学部・理学部では履修
が認められていません。

問合せ先は？
hirota@people.kobe-u.ac.jp
上記、廣田（国際コミュニケーシ
ョンセンター専任講師）のメール
アドレスにご連絡下さい。

Apprenons
le français ensemble !
一緒に楽しくフランス
語を勉強しましょう！

また、S クラスを運営している私、廣
Vannieu 先生
田は、フランス語夏期研修の企画・運
営も行っています。２年次の夏に一ヶ
月間のフランス研修に参加したいと
いう人も、この S クラスで基礎力をし
っかり身に付けておくことをオスス
メします。
応募方法は？

昨年度履修生より
「私が S クラスに参加したの
は、もっとフランス語を使える
ようになりたいと思ったからで
す。学部を超えた意欲の高い仲
間と一緒に勉強でき、語学勉強
や留学についての情報も得られ
ますし、何より授業が面白いの
で十分に価値のあるクラスでし
た。私は特に、留学から帰った
ばかりの TA さんのプレゼンを
聞いてフランス留学への夢が膨
らみ、勉強のモチベーションに
なりました。S クラスは、フラ
ンス語勉強を頑張りたい全ての
1 回生におすすめです！」

7/9～9/8 の間に、下記 URL または QR
コードから、申込ページにアクセスし、
説明を熟読の上、フォーム入力により申
し込みを行ってください。

https://goo.gl/H4FzAy
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※締切は 9/8。
定員 30 名を超
過した際は、応
募内容や前期の
成績を参考に選
考を行います。

裏面に続く！

2 回生以上向けの後期の授業
月

火

水

木

1

仏語 IIIB（坂井・M202）

フランス語会話 II（バニュウ・D507）

2

仏語 IIIB（吉田・B208）
仏語 IIIB（岩本・M303）

フランス語学演習（バニュウ・D507）

金

仏語会話（バニュウ・D507）

昼
3
4
5

フランス文学特殊講義
（バニュウ・D405）

仏語 XII（朝倉・B207）
仏語 IIIB インテンシブ（廣田・D404）
仏語 IVB（バニュウ・D507）

Academic Communication
（田島・D404）

2 回生以上を対象として、後期にも様々な授業が開講ます。バニュウ先生の授業は文学部・国際文化学部開講のものもありますが、他
学部生でも受講可能です！履修手続きに関しては、初回授業時に各担当教員に直接尋ねてください。以下に各授業の概要を記します。

- mercredi 1 et mercredi 2: classes destinées aux étudiants
de niveau 2e année. Contenu: réviser la grammaire de
base dans une perspective de conversation; pratiquer la
conversation; accroître son vocabulaire.
- mardi 4: classe destinée aux étudiants de niveau 3e
année Contenu: écrire des dialogues en français et les
jouer.
- mercredi 5: classe destinée aux étudiants qui reviennent
d'un an d'échange en France, ou qui ont un niveau
similaire. La classe se déroule entièrement en français.
Contenu: l'actualité en France et dans le monde;
conversation; petits projets réalisés ensemble.
- jeudi midi: conversation en français en mangeant.

神戸フラ語マップ@Google Map
授業の課題として、六甲付近で見つかるフランス語を集め
てもらっていましたが、それを Google Map で見られるよ
うにしました。「神戸大学フランス語」WEB サイトのト
ップページ
にリンクが
ありますが、
下のＱＲコ
ードからも
見れます！

仏語 IIIB（火１・火２）：文章講読を中心としてフランス語の中
級レベルの能力を養います。
仏語 IIIB インテンシブ（水５）：留学希望者を主な対象として、
フランス語のみで書かれた教科書を用い、仏作文やプレゼン発表
を通してフランス語の実践的能力を鍛えます。一年次に S クラス
生でなかった人、２年次前期にこの授業をとっていなかった人で
も、やる気があれば歓迎します。
仏語 XII（木４）：第二外国語として独中露を選択した学生を対象
に、フランス語を一から学びます。後期のみの履修も可。

Academic Communication（金５）：EU エキスパート（KUPES）
で開講される授業ですが、他の学生も履修可能です。留学希望者
を主な対象とした、ハイレベルな授業です。

神戸大学フランス語 Web サイト
www.solac.kobe-u.ac.jp/france/
この NewsLetter のバックナンバー（カラー版！）をはじ
め、授業案内や、語学研修、交換留学についての情報、学
習用リンク集など、神戸大学でフランス語を学習する学生
のために情報発信を行うサイトです。一緒にサイト作りを
してみたい！という人も随時募集中です！

juillet 2015, French Newsletter of Kobe University, volume 7, page 2/2

